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社　名 ： オリエンタルモーター株式会社
本　社 ： 東京都台東区東上野4-8-1
創　業 ： 1885年
設　立 ： 1950年
代表者 ： 代表取締役執行役員社長  COO 川人英二
資本金 ： 40億円
売上高 ： 連結526億円　（2016年３月期）
従業員 ： 連結2,911名　（2016年３月末現在）

　当社はお客様が求めている「動き」を実現するために、最適な
駆動システムを最短のトータルリードタイムでご提供することを
目指しております。
　ＡＣ小型標準モーター、スピードコントロールモーター、ス
テッピングモーター、ＡＣサーボモーター、電動アクチュエータ、
ファンモーター、およびモーター周辺機器の開発・製造・販売を
行い、半導体・液晶製造装置をはじめ食品機械、医療機器、理化
学機器、計量機器、事務機器など幅広い業界に展開しております。

私たちオリエンタルモーターは、動力用・制御用・冷却用など幅広いバリエーションで製品を
展開し、モーター製造・販売事業によって社会の発展に貢献してきました。暮らしや産業の動力
源を担うモーターへの多様化するニーズに対し、企業活動を通して環境負荷低減に貢献する
よう省電力、省資源、長寿命の製品開発、製造面でも省エネに考慮した設備の更新や製造効率
アップ、製品の品質向上などに取り組んでおります。
2015年度は高効率製品を拡充することで環境負荷低減に貢献することができました。製品

含有化学物質管理においては、管理体制の見直しを進め、正確に、スピーディに製品含有化学
物質情報を提供してまいりました。今後も環境保全のため、ますます厳しくなる世界の化学物
質規制を順守すべく積極的に対応してまいります。また、省エネルギーの活動では、消費電力
の大きな製造設備に対して積極的な投資を行い、使用するエネルギーを削減することができ
ました。
2016年度はISO14001の2015年版への移行を計画しており、今まで以上に事業活動と一

体となった環境負荷低減の活動を推進してまいります。
この報告書を通して、私たちオリエンタルモーターの環境保全活動をご理解いただけると

幸いです。今後の活動に対するご助言やご協力をお願いいたします。

2016年6月
オリエンタルモーター株式会社
代表取締役執行役員社長 COO

（本報告書の範囲）
対象期間 ： 2015年度（2015年4月～2016年3月）
対象組織 ： オリエンタルモーター株式会社の国内拠点
   ＊対象組織が異なる箇所は、その旨を明記しています。

当連結会計年度は海外関連会社の決算期変更の経過期間となる
ため、海外関連会社は、2015年1月から2016年3月の15カ月の
決算となっています。
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環境マネジメントシステム
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　オリエンタルモーター株式会社は、お客様のニーズを捉えた
製品の開発および標準化に取り組み、製品のライフサイクルを
通して、地球環境の保全のために、事業活動のあらゆる面で環
境負荷低減に貢献します。

環境基本理念

環境方針

環境パトロール

ISO14001 認証取得状況

環境組織

　２０１２年度より他拠点の環境管理責任者・担当者をパトロー
ルメンバーとし、関連会社を含めた１４拠点に対し、相互環境パ
トロールを行っています。２０１５年度も、順法性評価、廃棄物管
理、有機溶剤管理、環境関連施設管理など多岐にわたって、有効
な改善提案、アドバイスを互いに行うことができました。
　また、２０１５年４月１日より施行されたフロン排出抑制法の対応
についても１４拠点すべてに対し確認を行い、表示や台帳管理、
簡易点検の徹底を図ることができました。　

全ての社員が、事業活動、製品、サービスが環境に与える
影響を把握し、環境課題を定めるとともに円滑なＰＤＣＡサ
イクルを通して、継続的な改善を実施します。

製品の省資源・省エネルギー設計、有害物質の削減に取り
組み、製品のライフサイクルを通して環境への負荷低減に
努めます。

全ての事業活動において、省資源、資源の有効利用、使用
エネルギーの削減、廃棄物の削減を推進します。

法規制を始めとする社会的要求事項を順守し、環境汚染
の防止に取り組みます。

地域の環境保護活動に積極的に取り組み、地域社会との
共生を図ります。

環境教育と社員の創意・工夫を重視し、さらなる環境負荷
低減に努めます。

制定日：１９９９年８月６日
改定日：２０１6年４月１日
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事業所名 認証取得年月 認証番号 生産品目

鶴岡中央事業所
鶴岡西事業所
相馬事業所
つくば事業所
土浦事業所
高松香西事業所
高松国分寺事業所
東京支社
名古屋支社
大阪支社

マルチサイト認証
2005年2月

20002234UM

ACモーター、ブラシレスモーター
ステッピングモーター
ACサーボモーター
駆動回路、ファンモーター
ギヤヘッド
電動アクチュエータ
モーター用オプション

*審査登録機構：ドイツ品質システム認証株式会社（英文名DQS Japan Inc.)

環境法対象設備の確認

環境担当役員

役員会

環境管理責任者
環境管理委員会

本社・事業所・研究所・販売拠点・関連会社

製品含有化学物質委員会

CO2低減

SDS管理

廃棄物管理



環境活動の目標と実績
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イ ン プ ット

評価基準…　達成　　　　達成率80％以上　　　　達成率80％未満

＊ 2015年度の目標と実績は国内主要生産拠点（鶴岡中央事業所、鶴岡西事業所、土浦事業所、つくば事業所、高松香西事業所、高松国分寺事業所、相馬事業所、甲府事業所）を対象範囲と
　しています。但し、エネルギーについては、日本国内のオリエンタルモーターおよび関連会社を対象範囲としています。
（注1）廃棄物排出量の増加要因は8ページの「廃棄物とリサイクルへの取り組み」を参照
（注2）ゼロエミッション：当社では事業活動に伴い生じる産業廃棄物と一般廃棄物（生活系を含む）のすべての廃棄物(総排出量)を対象とし、そのリサイクル率が99.0％以上の場合「ゼロエ
　　　ミッション」達成としています。

＊対象範囲は、電力使用量、灯油使用量、LPG使用量およびCO2排出量については日本国内のオリエンタルモーターおよび関連会社、その他は国内主要生産拠点です。
＊CO2排出量の算出については環境省・経済産業省の「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」を参照しています。
＊CO2排出量の算出には、電気事業者ごとの実排出係数を使用しています。

ア ウ ト プ ット

ＣＯ2排出量

廃棄物総量

リサイクル量

焼却埋立処分量

排水量

10,452 t -CO2 

3,064 t 

3,059 t 

4.5 t 

24,452 m３  

電力使用量

LPG使用量

灯油使用量

水使用量

紙使用量

容器包装材

1,740万 kWh

136 t

93 kℓ

30,981 m３  

31.9 t 

1,061 t

事業活動

環境負荷データ

2015年度環境活動の目標と実績、2016年度目標

2015年度目標 2015年度 実績 評価 2016年度 目標

エネルギーの
管理

廃棄物の
管理

高効率
・

省資源

製品含有
化学物質の
管理

法規制の動向確認及び対応の
継続
製品含有化学物質情報管理
システム更新

高効率・省資源商品のさらなる
拡販とラインアップ拡大

廃棄物の総排出量3,064ｔ
（前年度比111％）（注1）

すべての国内主要生産拠点でゼロ
エミッションを達成

2014年度比で原単位1％削減
生産設備の省エネ活動により
使用電力量を10％削減する

廃棄物削減活動の継続
すべての国内主要生産拠点で
ゼロエミッション（注2）を維持する

法規制の動向確認及び対応
の継続

エネルギー効率を向上させる

高効率・省資源商品のさらな
る拡販とラインアップ拡大

高効率・省資源商品の販売台数増大
新機種発売と2014年度発売商品の
ラインアップ拡大

廃棄物削減活動の継続
すべての国内主要生産拠点で
ゼロエミッションを維持する

RoHS指令やREACH規則など、電気
電子機器に関わる法規制の動向確認
と対応
製品含有化学物質情報管理システム
更新

2014年度比で売上高原単位1.4% 削減
生産設備の省エネ活動によりダイカ
スト、プレス、回路の工程で使用電
力量を11.6％削減 



製品への取り組み

●梱包の最適設計による廃棄物削減
●ネットワーク対応製品による省配線
●製品の長寿命化による保守低減

●製品の長寿命化による廃棄削減
●製品の小型化による廃棄削減
●リサイクルのしやすい製品

●製造時のエネルギー使用量削減
●製造時の資源消費量低減
●製造工程における使用化学物質の管理
●廃棄物の削減および適正処理
●製品含有化学物質の管理

●梱包の最適設計による輸送効率向上
●リサイクルのしやすい梱包
●製品含有化学物質の情報伝達

●製品使用時の消費電力量削減
　（省エネルギー製品の開発）

●部品、原材料の減量、低減
●より環境負荷の少ない材料・部品の
　採用（グリーン調達への取り組み）
●取扱説明書の電子化による
　紙使用削減
●リサイクル材の採用  

製品ライフサイクル
における
当社の活動

調達

据付

製造廃棄

流通使用
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　製品設計の企画構想、開発・設計および試作・立ち上げの過程では、製品アセスメントを実施しています。製品アセスメントは、
製品ライフサイクルの各段階について、省資源化、再資源化、処理の容易化、省エネルギー、製品含有化学物質の管理などの観点
から評価を行っています。

　世界における産業用モーターの電力消費は総発電量の約40%
を占めています （2011：IEA(国際エネルギー機関)）。エネルギー
の安定供給とCO₂の削減をするためには、モーターの高効率化に
よる電力消費の削減が必要です。当社では国内外の動向を捉えな
がら製品の高効率化を進めています。
　近年、各国で産業用モーターやファンのエネルギー効率に対す
る基準の制定や規制の施行が行われています。多くの規制は、出
力750W以上の汎用モーターを対象としていますが、中国では小
出力のモーター、EUではファンモーターを対象とした規制が行わ
れており、当社では右記のような対応をしています。
　EUでは、出力120W～1000ｋWの単相、三相誘導電動機、イン
バータ駆動用モーターへの規制の範囲拡大案が出されています。
　また、ファンモーターの規制の見直しも進められています。

　製品の小型・高出力化など省資源化により資源の有効利用をはかるとともに、長寿命化や省配線化なども推進しています。位置決
め機能内蔵、FAネットワーク対応により省スペース、省配線を実現した製品ラインアップの拡大を進めています。

　グローバルな電気・電子業界の標準に準拠していきます。製品含有化学物質の管理は、電気・電子業界の標準であるIEC 62474＊1と
その物質リスト、お客様の要求事項を考慮したグリーン調達基準により、禁止および管理物質を管理しています。
＊1 IEC 62474：Material declaration for products of and for the electrotechnical industry （電気・電子業界およびその製品に関するマテリアルデクラレーション）

GB 25958-2010
  小電力モーターのエネルギー効率限定値およびエネルギー効率等級
出力10W～2.2kWの単相および三相の誘導電動機が対
象となっています。当社ではワールドK、KⅡシリーズが対応
しています。

DIRECTIVE 2009/125/EC（ErP指令）
  エネルギー関連製品へのエコデザインを要求する指令
COMMISSION REGULATION
(EU) No 327/2011
  入力電力125W～500kWのモーター駆動ファンに対する実施規則
最大効率点での入力電力が125W～500kWの
ファンモーターを対象としており、適合品にはCEマーキング
が求められます。当社ではMRS25タイプが対応しています。

●

●

●

【中国エネルギー効率規制】

【EUエネルギー効率規制】

高効率化による省エネルギー

省資源化

製品含有化学物質の管理

お客様の環境負荷低減に貢献する製品の提供



製品への取り組み
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三相高効率 インダクションモーター
KⅡS シリーズ

モーターの基本設計を見直すことで、高効率を実現しました。

・最適な磁気設計と専用部品の採用で最大効率73%を実現

・消費電力が最大10%低減

・高効率化によりモーターサイズをより小型化

・平行軸ギヤヘッドを従来の2倍に長寿命化

ステッピングモーターユニット
AZ シリーズ
AZ シリーズ搭載 電動アクチュエータ

高効率ステッピングモーターに新開発の機械式アブソリュート
センサを搭載。
・高効率モーターを採用し消費電力従来比47%削減
・新開発センサによりバッテリ不要を実現したことにより、バッテリの部品
　管理や廃棄問題を軽減
・新開発センサにより外部センサなどの機器削減が可能
・AZシリーズを搭載した各種電動アクチュエータを展開

ブラシレスモーターユニット
BMU シリーズ、BLE2 シリーズ

最適な磁気設計と高性能材料の採用で、大幅な高効率化と小
型化を実現する次世代のブラシレスモーターを開発しました。
・モーターとドライバのユニットでの効率を最大15% （＊1） アップ
・永久磁石採用により同一出力のインダクションモーターと比較し消費電力  
　を約23%（＊1）削減
・高性能材料採用により使用材料の削減と小型化（＊2）を実現
 （＊1） BMUシリーズの場合
 （＊2） 200WのACモーターと比較して、
　　   モーター全長は約36％、重さは約40％削減

AC電源入力 低消費電力プロペラファン
EMU シリーズ
EMU シリーズ搭載 制御盤ファンユニット
可変速 EMR シリーズ

ブラシレスモーターを搭載することにより大幅な高効率化
と長寿命化を実現しました。
・ブラシレスモーター採用により消費電力を約68%（＊1）低減
・寿命を約2.2倍の60,000時間（＊1）(約6年)に長寿命化
・低消費電力プロペラファンを搭載した制御盤ファンユニットを展開
 （＊1） EMUシリーズの場合

製品含有化学物質の管理に加えモーターの高効率化や小型・高出力、長寿命といったお客様にメリットのある製品を開発して
いくことで環境保全活動に貢献します。

高効率化技術を用いることで、省エネルギーを実現します。

長寿命な製品を開発することで、廃棄物の削減を実現します。

省資源 製品に使用する材料や部品の削減により小型化を実現し、資源消費量と廃棄物削減を実現します。

長寿命

高効率

長寿命高効率 省資源 高効率 省資源

BLE2 シリーズBMU シリーズ

長寿命高効率 省資源

高効率 省資源

AZ シリーズ搭載
電動アクチュエータ

AZ シリーズ AZ シリーズ搭載
電動アクチュエータ

EMU シリーズ搭載
制御盤ファンユニット

EMU シリーズ 可変速 EMR シリーズ

KⅡS シリーズ

お客様の環境負荷低減に貢献する製品の開発



製品含有化学物質の法規制の順守と適切な管理
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グリーン調達 グリーン調達
お客様 お取引先

製品含有化学物質管理のしくみ
・グリーン調達基準
・環境情報管理システム
・蛍光Ｘ線分析器で分析
・識別およびトレーサビリティ など

化学物質の含有調査
JAMP-AIS
不使用保証書
JAMP-管理ガイドライン

禁止物質不使用部品禁止物質不使用製品

　人の健康と環境に悪影響を及ぼす化学物質を適切に管理しようという世界的な動向を背景にさまざまな法規制が各国で施行されてい
ます。EUのRoHS指令では、2015年にフタル酸エステル類４種（DEHP,BBP,DBP,DIBP)が新たに禁止物質（2019年7月以降禁止）とし
て追加され、禁止物質は10物質になりました。REACH規則では、制限物質や認可対象候補物質(SVHC)の追加が随時行われています。
　同様の規制が世界中に広がり、グローバルな規制となっています。
　オリエンタルモーターは世界の法規制を順守するとともにサプライチェーンでの製品含有化学物質に関する保証体制の構築に取り組
んでいます。

国際電気標準会議（IEC）による国際規格「IEC 62474 電気・電子業界及びその製品に関するマテリアルデクラレーション」が2012年に
発行されています。これは、化学物質に関する規制がグローバルな規模で拡大するなか、世界の電気電子機器業界でサプライチェーンに
おける効率的な情報収集など、業界共通の仕組みづくりの指針となるものです。また、規制の対象物質が増加していくなか、情報伝達
すべき物質リストが随時追加・公開されています。
オリエンタルモーターは、このような業界の仕組みづくりに積極的に参画するとともに、この国際規格に準拠して自社の「グリーン
調達基準」を発行しています。2015年度はこれら活動を継続すべく、情報管理システムの更新を行いました。現在はJAMP＊1が発行して
いるアーティクル情報記述シート（AIS）を利用して部品の含有情報を調査しています。
また、サプライチェーンにおける、新たな製品含有化学物質情報の情報記述シートとして、JAMPが運営するホームページ＊2に

「chemSHERPA」（ケムシェルパ）が公開されました。これは日本の標準だけでなく、国際標準を目指して「IEC 62474 電気・電子業界
およびその製品に関するマテリアルデクラレーション」と連携した情報記述シートです。オリエンタルモーターでも随時対応していく予定です。   

　2012年にJIS規格「JIS Z 7201 製品含有化学物質管理－原則及び指針」が発行されました。
　これを受けてJAMP管理ガイドライン作成技術委員会では2013年に管理の標準化を目指してJIS規格に基づいたガイドライン第3
版および、チェックシートを発行しました。オリエンタルモーターは、標準化を推進していくことが管理の精度、効率アップにつながる
と考え、JAMP管理ガイドライン作成技術委員会に積極的に参画しています。２０１３年度からは社内の管理だけでなく、サプライ
チェーンでのさらなる製品含有化学物質管理の精度アップ、効率化を目指し、標準化されたチェックシートを用いて社内および取引先
の体制確認を実施・継続しています。

　オリエンタルモーターではRoHS指令で禁止している有害物質に対して、蛍光
Ｘ線分析装置を用いて部品の受入検査・定期分析を実施しています。他業界で
は使用が認められている物質でもあり、保証活動の一つとして行っています。

部品の受入検査の様子（蛍光X線分析）

＊1 JAMP : Joint Article Management Promotion-consortium （アーティクルマネジメント推進協議会）　＊2 https://chemsherpa.net/chemSHERPA/

情報伝達のしくみ

管理のしくみ

受入検査の実施



省エネルギーCO2低減への取り組み
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　2015年度のエネルギー使用量は、原油換算で4,682kℓの
実績となり、2014年度と同等という結果でした。売上高原単位
は2011年度を100とした場合、9.8％の改善となります。
　2015年度は、ダイカスト、プレス、回路の工程で、設備更新
も含めた省エネ活動を行い、対象工程の全使用電力量に対し
て11.6％削減の成果を上げました。また、高松香西事業所工場
棟の空調更新で年間77,600kWh削減（前年比22%削減）と
なりました。
　オリエンタルモーターのCO2排出量は約90％が電力による
ものであるため、電気事業者のCO2排出係数に影響され、
2012年度以降のCO2排出量は原油換算と比較すると増加し
ていましたが、2015年度はその影響が少し緩和し、329ｔの削
減となりました。（CO2排出係数は環境省発表の「電気事業者
別のCO2排出係数（2014年度実績）」の実排出係数を使用し
ています。）

　相馬事業所の回路製造工程では、はんだ槽への窒素供給に窒
素発生装置とコンプレッサーを使用していましたが、これらに代
わり窒素タンクを導入しました。その結果、コンプレッサーの使
用がなくなり1ヵ月あたり5,500kWhの電力を削減できました。

窒素タンク導入による電力削減

エネルギー使用量とCO2排出量の推移

オリエンタルモーターテック（株）のダイカスト工程では、金型昇温のための捨て打ち回数を減らすために、金型をダイカスト
マシンに取り付ける前に予熱を行っています。
従来は開放状態で金型を加熱ヒーターで予熱していたため、熱が外に逃げている状態でしたが、予熱機に断熱カバーを設置する
ことで、熱が外に逃げるのを抑え、また、加熱ヒーターが外部に露出しなくなったことにより、安全性も向上しました。
電力使用量も、1ヵ月あたり2190kWhから890kWhと60%の削減となりました。

金型予熱時の断熱カバーの導入

断熱カバー無し 断熱カバー有り

原油換算と売上高原単位の推移

CO2排出量の推移

　電力起源 　  灯油起源 　 LPG起源  　 その他  　　原単位　

　電力起源 　  灯油起源 　 LPG起源  　 その他  　

相馬事業所回路製造工程の使用電力量
　回路工程電力  　

回路工程電力にはコンプレッサー以外の設備も含まれます。  　

　変更前平均 　変更後平均

2011 2012 2013 2014
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2015年度の廃棄物の総排出量は、3,064ｔで2014年度比
111％でした。廃棄物の約70％は製品の部材（または材料）と
なる珪素鋼板が占めているため、排出量は製品の生産量に左右
されます。電磁鋼板の排出量は前年度比110％となりました。
電磁鋼板以外の産業廃棄物は、全生産拠点においてアスベスト
含有設備の全廃や労働安全の向上のため生産で使用する台車
の更新を行ったことにより、前年度比117％でした。
このような状況のため売上高原単位は2014年度より増加し
ています。リサイクル率は99.85％でゼロエミッションを維持
しています。今後も引き続き、限りある資源を有効に活用して
いきます。

廃棄物の総排出量とリサイクル率の推移

２０１５年度もリユース活動を実施しました。昨年度までは、
リユースステーションという仕組みを活用し、他拠点間でのリユー
スを行ってきましたが、２０１５年度は、リユースステーションだけ
でなく、各拠点内でのリユース活動も積極的に行いました。
拠点内にリユース掲示板を作成し、リユース品の写真を掲示
したり、リユース活動期間を設けて活動したりするなど、各拠点
で工夫をしながら活動しました。自拠点内でのリユースは、やり
やすさもあり、トータルの実績は昨年度を上回る結果となりま
した。また、数は捉えられませんでしたが、機器類や什器類だ
けでなく、文具類のリユースも積極的に行われました。
リユースされたおかげで、廃棄される予定だった物が、他の必要
な人に引き継がれ、廃棄物削減につながっています

リユース活動による廃棄物の削減

製品をご購入いただいた後の検査・修理、フィールドサービス
を行うアフターサービス部門では、製品をより長く安心してお使
いいただくことが、資源の有効活用、廃棄物の削減につながると
いう意識を持って、サービス向上に取り組んでいます。これらの
サービス活動を通して入手した各種情報は、お客様の視点での
製品開発や、カタログ、取扱説明書、サービスの改善に役立てて
います。

より長く安心して製品をお使いいただくための活動

フィールドサービスの常駐拠点
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廃棄物削減とリサイクルへの取り組み

鶴岡西事業所での余剰文具の収集・再利用コーナー

年度

仙台支店

東京支社

北関東支社

横浜支店名古屋支社

大阪支社

九州支社

京都支社

八王子支店

　廃棄物総排出量

　リユースステーション 　各拠点リユース

2011

出品 成立 出品 成立

2012 2013 2014

2014年度 2015年度
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2015
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国内主要生産拠点の廃棄物総排出量・リサイクル率・売上高原単位

リユース活動実績



安全で健康な「人に優しい企業」を目指し、全員参加で労働
安全衛生活動に取り組んでいます。信頼性の高い製品を提供
する企業活動の基本は、従業員の安全と健康であると考えて
います。
これまでの活動により、定常作業や設備導入時のリスクア
セスメントの実施が定着してきました。2015年度は、非定常
作業であるレイアウト変更、重量物搬入作業のリスクアセスメ
ントに範囲を広げ、災害の原因となる起因物、加害物の排除
を実施しました。
また、危険予知活動の中から、作業の対象を絞って指差呼称
を徹底して行い、集中した質の高い安全確認を行っています。
　交通安全活動では、各拠点において、従来の交通安全講習、
危険予知訓練、安全セルフ診断など、様々な情報提供により、
活発な安全運転啓蒙活動を展開しました。特に、２０１５年は
２０１４年度の事故傾向より駐車場・構内事故の撲滅を目標
に掲げ、駐車場での安全運転意識及び危険ポイントを再認識
する活動を展開しました。

「環境フェアつるおか」は、地球温暖化やゴミ問題などの環境
問題を身近に考える市民イベントです。オリエンタルモーター
は「庄内環境マネジメント研究会」のメンバーとして2008年
より継続して参加しています。会場ではデモ機やパネルを展示
して企業PRをしたほか、研究会メンバー、鶴岡市役所、山形大
学農学部との産官学合同企画として「こども環境学習ひろば」を
開催し、廃油を利用したろうそく作りに社員を含む15家族45名
の方が参加されました。

● 高等学校、高等専門学校、大学からの
    インターンシップ生の受入れ
● 小中高校・大学生の事業所見学受入れ
●ロボットコンテストへの協賛
●理工系大学や高等学校でのモーター講義
●各地域の市民祭り、環境イベントへの出展
● 清掃ボランティアへの参加

「 環境フェアつるおか2015 」に出展

その他の活動

労働災害低減
のための活動

定常作業、非定常作業のリスクアセスメン
トを行うとともに、職場でのヒヤリハット
体験募集や危険予知活動による潜在リス
クの洗い出しと、改善による「みんなが安
心して働ける職場づくり」の取り組み。

照度、騒音、有機溶剤濃度などの作業環
境測定を行い、快適職場の維持、向上。

ウォーキング活動、栄養士による健康
意識向上イベント、メンタルヘルス講習
の開催など「生き生き」と仕事ができる
ようにする取り組み。

交通安全講習会や危険予知訓練、新社員
対象の実地研修、同乗運転指導、タイヤ
点検（夏･冬）など業務や通勤時の交通
事故予防活動。

作業環境測定
と改善活動

健康的な生活
の啓蒙活動

交通安全活動

「こども環境学習ひろば」の様子

高松市香西地区クリーン作戦（高松香西事業所）

主な活動事例

交通安全講習会の様子指差呼称の様子
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労働安全衛生の取り組み

地域とともに



10

柏事業所でISO14001認証取得
相馬事業所でISO14001認証取得

ISO9001とISO14001の更新審査で認証継続

高松国分寺事業所ISO14001認証取得

高松国分寺事業所開設（太陽光発電設置）
つくば事業所が「いばらきエコチャレンジ2011」で健闘賞を受賞

つくば事業所、高松国分寺事業所でゼロエミッション達成
環境に配慮した新御徒町ビル竣工
ブラシレスモーターユニット BMUシリーズが2013年”超”モノづくり部品大賞
「機械部品賞」を受賞（モノづくり日本会議、日刊工業新聞社主催）
相馬太陽光発電所の稼動（オリエンタルモータービジネス（株））
鶴岡地区、高松地区、シンガポールに蛍光X線分析装置を導入

ステッピングモーターユニット             AZシリーズが2014年”超”モノづくり部品大賞
「電気・電子部品賞」を受賞（モノづくり日本会議、日刊工業新聞社主催）

製造部門の省エネ活動プロジェクト発足

アスベスト含有設備の全廃完了
つくば事業所に信頼性試験棟開設

つくば事業所ISO14001認証取得

つくば事業所開設
製品含有化学物質委員会発足　
ステッピングモーターユニット　　　ARシリーズが
第29回優秀省エネルギー機器「経済産業大臣賞」
（社団法人　日本機械工業連合会主催）を受賞

甲府事業所、技術研究所、高松地区、相馬事業所、
柏事業所でゼロエミッション達成ISO9001とISO14001の更新審査で認証継続 

ISO14001認証取得推進の全社組織として
  各地区に環境管理担当設置

環境方針制定

鶴岡地区の3事業所をマルチサイトとしてISO14001認証取得
高松事業所でISO14001認証取得
土浦事業所でISO14001認証取得

梱包緩衝材発泡スチロールを99%廃止
総合カタログをホームページに掲載

2012

2013

2014
2015

2016

2011

2009

2010

2008

2007

2006

1999

1993

グリーン調達ガイドライン作成
省エネ研究会発足
グリーン調達推進委員会発足

「製品における環境影響化学物質への取り組み」を
ホームページに掲載

ゼロエミッション研究会発足
土浦事業所が「茨城県リサイクル優良事業所」として茨城県より認定

建物と設備に使用されていたアスベストへの対応完了
RoHS指令適合品発売開始

鶴岡西事業所が山形県「環境保全推進賞」を受賞
鶴岡地区および土浦事業所でゼロエミッション達成
土浦事業所が「茨城エコ事業所」として茨城県より認定登録

ISO14001：2004への移行審査

ISO9001とISO14001の統合審査で認証取得
営業部門（支社、支店）でISO14001認証取得

エコプロダクツ委員会発足
分析部門に蛍光Ｘ線分析装置を導入

高松香西事業所でISO14001サイト拡大登録 「環境報告書2001」をホームページで公開。以後、毎年最新版を公開

鉛フリーはんだプロジェクト発足
取扱説明書の電子データ提供開始

「お客様が必要としない取扱説明書を添付しない」納入サービス開始

樹脂部品の特定臭素系難燃材を非特定臭素系難燃材に切り替え

生産工程からオゾン層破壊物質特定フロンと特定エタンを全廃

2005

2004

2003

2001

環境関連物質管理委員会発足2002

2000

1998
1997

つくば事業所が「大好きいばらきエコチャレンジ2010」で
茨城県地球温暖化防止活動推進センター長賞を受賞
省エネ法の特定事業者の指定

環境活動のあゆみ

CO₂低減推進委員会発足
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