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Sending you the weather...

...so you know today is a good day to watch the fi reworks.

Making your car run cleaner

Smoothly transporting people and luggage

Bringing you clearer skies



関連レポート、 
ホームページの 
ご紹介
本レポート以外にも、右記のレポー
トおよびホームページを通じて、
NSKグループの活動をステークホ
ルダーの皆さまに報告しています。

会社案内 アニュアルレポート NSKグループ報告書 採用パンフレット

編 集 方 針
本レポートは、日本精工グループ（以下、NSKグループ）と皆さまとのか

かわり合いをとおして、当社の社会・環境に対する考え方と現在の取り組み状
況を報告しています。

本レポートでは、「NSKグループの事業活動そのものが社会の発展と環境保全に役
立つものである」という考えの下、わたしたちが社会に対してどう考え、活動している
かを分かりやすくお伝えしたいと考えました。
そこで、ノンフィクション作家の山根一眞氏と社長が対談を行い、NSKグループの使命
と社会に対する役割を分かりやすく説明しています。また製品の特集記事では、NSKグ
ループの基幹事業の一つである「精機製品」を取り上げ、製品の高度化により産業を支え、
社会の発展に寄与してきたその活動をボールねじを例として紹介しています。海外事業
の特集記事では、存在感を増しつつある中国での取り組みを取り上げています。さら
に工場の環境関連データなど詳細な数値情報はホームページに掲載し、この冊子で
はより多くの取り組み情報を、より分かりやすくお伝えするように努めました。
制作にあたっては、IR・CSR室と総合環境部をはじめとするさまざまな部署
の関係者が集まった「CSRレポート制作委員会」が議論を重ね、報告の

内容を決定しました。本レポートを通じて、NSKグループの事
業と社会とのかかわりを、皆さまにご理解いただければ

幸いです。

参 考 に し た 
ガ イ ド ラ イ ン
GRI「サステナビリティ・リポーティ
ング・ガイドライン第三版」、および
環境省「環境報告ガイドライン（2007
年版）」を参考に編集しました。

対 象 期 間
2007年4月から2008年3月（一部、2008年
4月以降の情報も含みますが、その部分には年
月を記載しています）

対 象 範 囲
原則として海外を含むNSKグループの全拠点を対象
としています。なお、「環境とNSK」については、NSK
の製品製造工場、持分比率50％以上のグループ会社
（製品製造・設備製造・物流）およびNSKブランド製品
を製造するグループ会社を対象としています。

「 環 境 と N S K 」の 対 象 範 囲
・ 日本精工株式会社 
（藤沢工場、大津工場、石部工場、埼玉工場、桐原事業所）

［NSKブランド製品製造］
・ NSK福島株式会社　
・ NSKステアリングシステムズ株式会社
・  NSKプレシジョン株式会社 
（前橋精機プラント、埼玉精機プラント）
・ NSKマイクロプレシジョン株式会社　
・ NSKマイクロプレシジョン株式会社[長野県]
・ NSKニードルベアリング株式会社　
・日本精工九州株式会社
・ NSKワーナー株式会社　
・井上軸受工業株式会社

［前工程加工］
・千歳産業株式会社　
・旭精機株式会社　
・信和精工株式会社

［鋼球製造］
・株式会社天辻鋼球製作所　
・ AKS東日本株式会社

［設備製造］
・ NSKマシナリー株式会社

［製造物流］
・ NSKロジスティックス株式会社

［海外製造］
・ 出資比率50％以上の生産拠点で、かつ稼
働開始から5年を経過している事務所
について報告対象に含めました。

C S R とは？

Corporate Social Responsibilityの略。
「企業の社会的責任」と訳されることが多
い。NSKグループでは「企業活動を通じて、
関係する幅広い人々の期待に応え、社会
とNSKの持続的発展を可能にするた
めの活動」と捉えています。

表 紙について

「気象衛星からの情報によると、今日は晴れ。
自転車に乗って海岸まで花火を見に行こうか」。
そんな日常的なシーンでも、NSK製品はお
役に立っています。NSK製品から始まるス
トーリー。その物語が、人と社会にとっ
て豊かなものであり続けたい。こん

な思いがこの表紙には込めら
れています。

1 21 2



NSKグループと社会とのかかわり …… 3
トップ対談 ……………………………… 5

特集1
精機製品と社会とのつながり ……… 9

特集2
中国でのCSRの推進 ………………… 13

株式大量買付行為に関する対応策 …… 17
コーポレートガバナンス ……………… 19
コンプライアンス ……………………… 20
情報セキュリティ／危機管理 ………… 21

役員ごあいさつ ………………………… 22
NSKグループのステークホルダー …… 23
お客様・お取引先とともに …………… 25
従業員とともに ………………………… 27
地域社会とともに ……………………… 31
次世代とともに ………………………… 32
株主・投資家とともに ………………… 33

役員ごあいさつ ………………………… 34
環境マネジメント体制 ………………… 35
法遵守・環境リスク対策 ……………… 41
環境教育 ………………………………… 42
環境影響の概況 ………………………… 43
開発・設計段階での取り組み ………… 45
調達段階での取り組み ………………… 49
製造段階での取り組み ………………… 51
物流段階での取り組み ………………… 56
事業所における取り組み ……………… 57
その他の環境活動 ……………………… 59
第三者からのご意見 …………………… 60

発 行
2008年7月
（毎年発行：前回2007年7月、次回2009年7月予定）

お 問 い 合 わ せ 先
日本精工株式会社　
IR・CSR室
〒141-8560　東京都品川区大崎1-6-3 日精ビル
TEL：03-3779-7400　FAX：03-3779-8906
e-mail：csr-report@nsk.com

CSR（社会・環境への
取り組み）ホームページ

投資家情報
ホームページ

http://www.jp.nsk.com/jp/
csr/

http://www.jp.nsk.com/jp/ir/

index

CSRを支える仕組み

社会とNSK

環境とNSK

参 考 に し た
ガ イ ド ラ イ ン
GRI「サステナビリティ・リポーティ
ング・ガイドライン第三版」、および
環境省「環境報告ガイドライン（2007
年版）」を参考に編集しました。

対 象 期 間
2007年4月から2008年3月（一部、2008年
4月以降の情報も含みますが、その部分には年
月を記載しています）

対 象 範 囲
原則として海外を含むNSKグループの全拠点を対象
としています。なお、「環境とNSK」については、NSK
の製品製造工場、持分比率50％以上のグループ会社
（製品製造・設備製造・物流）およびNSKブランド製品
を製造するグループ会社を対象としています。

「 環 境 と N S K 」の 対 象 範 囲
・ 日本精工株式会社
（藤沢工場、大津工場、石部工場、埼玉工場、桐原事業所）

［NSKブランド製品製造］
・ NSK福島株式会社　
・ NSKステアリングシステムズ株式会社
・  NSKプレシジョン株式会社
（前橋精機プラント、埼玉精機プラント）
・ NSKマイクロプレシジョン株式会社　
・ NSKマイクロプレシジョン株式会社[長野県]
・ NSKニードルベアリング株式会社　
・日本精工九州株式会社
・ NSKワーナー株式会社　
・井上軸受工業株式会社

［前工程加工］
・千歳産業株式会社　
・旭精機株式会社　
・信和精工株式会社

［鋼球製造］
・株式会社天辻鋼球製作所　
・ AKS東日本株式会社

［設備製造］
・ NSKマシナリー株式会社

［製造物流］
・ NSKロジスティックス株式会社

［海外製造］
・ 出資比率50％以上の生産拠点で、かつ稼
働開始から5年を経過している事務所
について報告対象に含めました。

特集
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社名（英文社名） 日本精工株式会社（NSK Ltd.）

本社所在地 〒141-8560
東京都品川区大崎1-6-3 日精ビル

設立 1916年（大正5年）11月8日

資本金 671億円（2008年3月末現在）

売上高 連結：7,720億円（2008年3月期）
単体：4,716億円（2008年3月期）

従業員数 連結：25,069人
（2008年3月末現在）
単体：4,888人
（2008年3月末現在）

連結グループ会社 国内：23社
海外：64社（2008年3月末現在）

株主数 24,753人（2008年3月末現在）

売上高推移（連結）
■産業機械軸受　■自動車関連製品　
■精機製品　　　■その他
■営業利益推移（連結）

■売上高推移（連結）
売上高営業利益率推移（連結） 
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回転する部分のある機械のほとんど
に組み込まれている軸受。回転部分
の摩擦を軽減し、スムーズな動きを
実現する軸受は、掃除機などの家電
製品から新幹線などの鉄道車両、鉄
鋼設備、大型産業機械、さらには飛
行機、人工衛星まで多彩なモノに使
用されています。

NSKグループと社会とのかかわり
NSK（日本精工株式会社）は、1916年に日本で最初の軸受（ベアリング）を生産して以来、
高い技術力と高品質の製品であらゆる産業の発展に貢献してきました。
現在では、社会のさまざまな場所で、わたしたちの製品が活躍しています。

［産業機械軸受］

企業情報 売上高／営業利益（2008年3月期） 地域別売上高（連結）

地域別従業員構成（連結）

鉄道車両用軸受 鉄鋼設備用軸受

工作機械用軸受

暮らしの中のNSK

NSKグループの製品は、わたしたちの生活に身近なモ
ノの部品として、また、その製品を生産する工場で使用
されており、社会を支える重要な役割を担っています。

ジェットエンジン用軸受

ホームドア

掃除機

エアコン

歯科用ドリル

日本
43％

米州
12％

欧州
17％

アジア
28％

洗濯機

日本
50％

米州
14％

欧州
17％

アジア
19％

※ お客様の所在地ベース。
（2008年3月期）

人工衛星

飛行機

風力発電用風車

トラクター

船

電車

パラボラアンテナ

※ 臨時従業員を除く。
（2008年3月末現在）
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［自動車関連製品］
NSKグループの製品が最も数多く使われているのが自
動車です。エンジンの回転をタイヤまで伝える駆動部分
に使用されるさまざまな軸受と電動パワーステアリング
など、研究・開発・生産に携わり自動車の「安全・快適・
環境」を支えています。

自動車、携帯電話、パソコンなどさまざまな製品を製造す
る工作機械や産業用ロボット、IT家電を支える液晶ディ
スプレイや半導体の製造装置、さらにはプラスチック部
品をつくる射出成形機。NSKグループの精機製品はこれ
らモノづくりの現場で働く機械のコアパーツとして活躍
し、モノづくりの高精度化、高品質化を支えています。

［精機製品］

NSKグローバル拠点図

車軸用ハブユニット軸受 電動パワーステアリングオートマチック・トランス 
ミッション用クラッチパック

ボールねじ リニアガイド メガトルクモータ

イギリス
●×1
●×5
●×2
●×1
●×1

ノルウェー
●×1

ポーランド
●×4
●×3
●×1
●×2

ドイツ
●×1
●×3
●×1
●×2

中国
●×1
●×7
●×11
●×1
●×4

韓国
●×2
●×2
●×1

日本
●×1
●×23
●×57
●×4

台湾
●×5

スペイン
●×1

フランス
●×1

イタリア
●×1
●×2

南アフリカ
●×1

トルコ
●×1

インド
●×3
●×5

タイ
●×1
●×2
●×3
●×1

インドネシア
●×2
●×2

シンガポール
●×2

フィリピン
●×1

ベトナム
●×1
●×2
マレーシア
●×2
●×4

オーストラリア
●×4

ニュージーランド
●×1

アルゼンチン
●×1

メキシコ
●×1

カナダ
●×3

アメリカ
●×1
●×7
●×6
●×1

ブラジル
●×1
●×5
●×1

※ 詳細は、本冊子9ページ「特集1 精機製品と社会とのつながり」をご覧ください。

CTスキャン

パソコン

工作機械

製造拠点13カ国60カ所、販売拠点24カ国127カ所、技術拠点8カ国12カ所 ●統括拠点　●製造拠点　●販売拠点　●技術拠点　●駐在員事務所

複写機

バイク

介護用ベッド 産業用ロボット

エレベーター

ポンプ

自動車

トラック
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NSKグループは、CSRとは本業を通じた
社会への貢献だと考えています。
軸受をはじめとしたわたしたちの製品が、
社会・地球の未来にどう貢献するのか。
社長の朝香聖一が、
日本のモノづくりを追い続ける
ノンフィクション作家の山根一眞氏と
語り合いました。

トップ対談

人と地球の未来に
本業を通じて貢献する
̶ それが NS KグループのCS R
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山根　わたしは以前、週刊誌で連載の「メタルカラーの
時代」でNSKの技術を取材し、感動したことが忘れられ
ないのですが、世の中の多くの人たちにとって「日本精
工」という社名は、あまり知名度が高くないのでは？ 「日
本精工（NSK）は社会に対してこんなことをやっている
会社」だ、とひとことで言うとどうなりますか？
朝香　ひとことで言うなら、『MOTION & CONTROL』。
円滑で安全な社会に地球規模で貢献していくというこ
とです。これは、わたしたちの企業理念そのものです。
山根　「回転と制御」？
朝香　そうです。モノを動かそうとすると摩擦が生じる。
摩擦を小さくすればモノは動きやすくなり、より小さな
エネルギーでモノを動かせるようになる。摩擦がつまり
ロスなんです。軸受や、軸受の技術を活かした自動車
関連製品、精機製品などの製品を通じて、『エネルギー
ロスを限りなくゼロに近づけること』が、我々の仕事の
本質なんです。「回転と制御」の技術を極めていくことで、
地球社会に貢献していこうという決意を、『MOTION & 
CONTROL』という言葉に込めたのです。
山根　現代の文明は、つまるところ機械によって成り
立っている。そしてほとんどの機械には必ず回転部分
がある。その回転を円滑にすること、精密に制御するこ
と。それがNSKの使命である。つまりNSKはあらゆる
ところで文明を支える使命を担っている、この使命は永
遠になくなることはない、と？
朝香　そう、使命は永遠です。

山根　「使命は永遠」なんて言える企業はそうありませ
んよ。朝香さん、このことはもっと世の中に知ってもら
わなくちゃいけない。あらゆるところに「NSKあり」と。

朝香　まさしく。自動車はもちろん、新幹線でも家電で
も、円滑な回転が要求されるもののほとんどに、軸受な
ど当社の製品がたくさん使われています。さらに、それ
らの製品をつくる工作機械や、材料を生み出す鉄鋼な
どの素材産業でも当社の製品が活躍していますから。
山根　とても身近だが、こんなところにNSKの製品が、
というケースも多い？
朝香　そのとおりです。例えば、自動車には多くの軸受
が使われていますし、歯医者さんの歯を削るドリルにも
外径数ミリメートルという小さな軸受が入っています。
軸受を使うことで回転のブレがなくなり、毎分45万回
転という安定した高速回転が可能になり、痛みの少ない
治療が実現したんです。
山根　巨大な軸受もあるんでしょう？
朝香　直径4～5メートルのものもありますよ。人工衛
星や天体からの電波をキャッチするパラボラアンテナの
軸受、英仏海峡トンネルを掘ったシールドマシンの軸受
も巨大でした。
山根　あのトンネルシールドマシンは、人類がつくった
最大の機械の一つですよ。ユーロトンネルは開通後に
わたしも行っていますが、あのトンネル掘削にもNSK
の技術が活かされていたとは！
朝香　環境分野では風力発電があります。風力発電用

企 業 理 念

NSKは、MOTION & CONTROLを通じ、円滑で安全な社会に貢献し、地球環境の保全をめざすとともに、
グローバルな活動によって国を越えた人と人の結びつきを強めます。

経 営 姿 勢

1. 世界をリードする技術力によって、顧客に積極的提案を行う
2. 社員一人ひとりの個性と可能性を尊重する
3. 柔軟で活力のある企業風土で時代を先取りする
4. 社員は地域に対する使命感をもとに行動する
5. グローバル経営をめざす

対 外 メッ セ ー ジ

しなやかに、限りなく
MOTION & CONTROL

個を越えて、今を超えて
（Beyond Limits, Beyond Today）

社 内 ス ロ ー ガ ン

人と地球の未来に
本業を通じて貢献する
̶ それが NS KグループのCS R

世の中のさまざまな場所で

『MOTION & CONTROL』が
文明を支える
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風車に入っているギアボックスにも当社の製品がたくさ
ん使われています。
山根　風車のブレードは、最近は直径80メートルを超
していますよね。重量はものすごく、また回転ロスをい
かに小さくするかが大きな課題です。スムーズに回転
してくれないと発電効率が損なわれるし、強風にも耐え
なくてはいけない。
朝香　あれだけ巨大なものですから、メンテナンスも容
易ではないし、とにかく信頼性が重要になります。最近
では、世界的な環境意識の高まりから需要が急増して
おり、風車用の軸受の製造が追いつかない状況です。
山根　それは知らなかった。「環境意識の高まりととも
に、NSKの製品がひっぱりだこで、生産が追いつかな
いほど」ということも、広く知られるべきですよ。
朝香　ありがたい助言です。

山根　NSKの軸受を使わなかった場合、地球全体でど
れくらいのエネルギーロスが発生するか、試算されたこ
とは？
朝香　例えば掃除機のモータに使われる軸受を、当社
の低摩擦軸受に取り替えるだけで、世界中で杉の木約
560万本が吸収するCO2を削減できる、という試算は
出したことがあります。
山根　掃除機だけで!? いい話ですねー。製鉄所の圧延
装置のように莫大なエネルギーを使っているところで
は、さらに大きな貢献があるのでは？
朝香　これは海外での話ですが、製鉄所の圧延機に当

社の製品を納めたら「どうしてこの軸受は壊れないんだ」
とお客様が驚いていらっしゃいました。
山根　驚かないで欲しい（笑）。それだけ製品の品質が
高いということですね。製鉄所が停まればそのロスたる
や相当なもの。顧客への信頼も失われますから。
朝香　お客様にとってはたいへんなエネルギー消費の
低減と信頼が得られる。NSKは、製品の耐久性を高め
ることが地球全体のロスを減らすことにつながるという
考えで、ずっと取り組んできたからこその成果です。
山根　CSRや環境というと、植林など本業以外の部分
で取り組んでいる企業が目立ちますが、NSKは本業が
環境に貢献をしているというのはもっと評価されるべき
です。

朝香　もちろん、企業として地道な取り組みも続けてい
ます。例えばCO2削減のためのエネルギー転換。これ
まで重油や灯油を使っていたところを電気や天然ガス
に替えるといったことですね。全工場の生産技術課長
でチームをつくって、環境改善活動をグループ全体で
進めるという取り組みも行っています。
山根　生産プロセスそのものの改善も重要でしょう。
朝香　材料を10入れたら、製品も10できればいいの
ですが、それは不可能に近い。でも、できるだけ10に
近づける努力を続けています。製造途中にある仕掛品
もできるだけ持たないようにする。今後、投資の約5％
は環境対策に使う予定です。
山根　社長が工場に行かれることは？
朝香　現場にはよく行きますね。例えば、滋賀県の大
津工場ではそれまで70メートルあった製造ラインを一

「モノづくり」「人づくり」が
NSKの経営力の源泉

profi le  獨協大学外国語学部ドイツ語学科卒業。1991年から17年間にわたった
週刊誌連載「メタルカラーの時代」では、「モノづくり」への関心を広く高め
たとして、1998年「東京クリエーション大賞」で個人初の大賞を受賞。そ
の他、1996年、アマゾン初の国際環境シンポジウムを主催しアマゾン・パ
ラー州議会功労賞を受賞。長年、NHKテレビキャスターも務めてきた。最
新刊に『メタルカラー烈伝“トヨタ世界一時代”の日本力』などがある。

現代文明を成り立たせている機械を
「円滑に動かし制御する」という
大きな使命をNSKは担っている

創業以来、本業を通じて環境に貢献

ノンフィクション作家
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気に30メートルに短縮したんですが、これはわたし自
身が工場に行って、30～35歳の若手社員たちに宿題
を出した成果なんですよ。
山根　ラインを短縮すれば、効率も上がるし、段取り
替えも早くなる。仕掛品も減らせる。若手にその課題
を与えたのはどうして？ 
朝香　若い社員に任せたのは、従来の考えとは違う発
想で仕事に取り組むことの大切さを、会社全体に横展
開していきたかったからです。
山根　若手重視の姿勢はいいな。NSKの経営力の源泉
の一つになっているんですね。

山根　これまで企業の力は、個々の企業ごとに見てき
た時代が長かったと思いますが、NSKに材料を供給す
る企業があり、NSKが製品を納める企業がある。そう
いう上流と下流の企業との連携が大事だという時代に
なっていますが？
朝香　素材メーカや製品メーカとの連携は強くなって
います。例えば自動車メーカに対しては、かつては軸受
など製品単体を納めていたものが、ユニット品の割合が
大幅に増加しています。精度が上がるうえ、お客様にとっ
ても組み立てやすいんですね。仕入れについては、主
な材料が特殊鋼ですから、金属の結晶構造レベルで共
同開発もするようになっています。
山根　思ったとおりだ。そういうコラボレーションが「日
本力」なんだと最近実感しているんですが、NSKはすで
にその「日本力」を担っているんですね。
朝香　お客様やお取引先とのパートナーシップはでき
ていますが、これからの課題はサプライチェーン。製造
工程間の輸送におけるムダはまだまだ残っています。環

境面に配慮したモーダルシフト※を進めるなど、これら
の課題解決に取り組んでいきます。
山根　それは、温暖化対策上の大きな課題。しかし地
理的な集約を行うとなると、投資も大きくなります。
「我々の設備投資は、社会全体のエネルギーロスの削減
につながるのだ」ということが知られれば、投資家の理
解も進むはずです。
朝香　これまでは、B to Bの企業なのだから、企業広
告は不要だという考え方もありました。しかし、会社の
ことをもっと多くの人に知ってもらうことが大切だとい
うことで、今は社会とのコミュニケーションに力を入れ
るようになっています。

※  貨物輸送の方式を、トラックや航空機から、CO2排出量が少ない鉄道や船舶な
どへ転換すること。

山根　日本という国がこれからどうやって生きていくの
か、真剣に考えなければならないときが来ていると思い
ます。しかし、日本のモノづくりの力は揺るぎないはず
です。人類が直面している問題の解決には、技術力が
最大の力ですから。
朝香　そのとおりです。我々は製造業としての本業をと
おして、さまざまなロスを減らし、円滑な社会に貢献し
ていきます。
山根　「NSKに任せろ、地球を」という意気込みで、さ
らに進んでください。
朝香　任せてください（笑）。『トータル・クオリティー
No.1』を追求し、モノづくりの道をまい進していきます。
山根　元気が出るお話、ありがとうございました。
朝香　こちらこそ、ありがとうございました。

『トータル・クオリティーNo.1』
を追求し、より良い社会の実現に

貢献していきます

日本精工株式会社
取締役 代表執行役社長

お客様・お取引先とのパートナーシップ

明日の地球のために
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テーブル

ボールねじ

モータ

製品を通じて、
人と社会を豊かにします
NSKグループの精機製品事業は、
世界No.1シェアを誇るボールねじの技術を土台に、
社会が求める豊かさを実現してきました。
回転運動を直線運動に変える。
滑らかに、そして正確に。
このシンプルかつ精細な機構を持つ
ボールねじを例に、
精機製品がいかにモノづくりを支え、
産業を支え、社会を支えているかを
ご紹介します。

特集1  精機製品と社会とのつながり

ボールねじの構造と機能 軸を回すことで、ナットがスピーディーに、しかも正確に動く。
世の中の便利や豊かさに、大きな貢献を果たしてきたボールねじの原理とは？

　まずは、身近な部品である「ねじ」と「ナット」を思い浮かべて
ください。片手でねじを持ってナットを回すと、ナットは前後に
移動します。これは、ナットの回転運動が直線運動に変わった
からです。この原理は、自動車のタイヤ交換に用いるジャッキに
も使われています。しかし、普通のねじでは滑りが悪く、ガタも
あり、動きの正確さを欠いてしまいます。そこで、摩擦を抑えて
滑らかに動かすため、ねじとナットの間に「ボール」を入れたの
が「ボールねじ」。ただボールを挟んだだけでは、回転するうちに
ボールはこぼれ落ちてしまいます。そうならないように、ナット

の中でボールが無限に動き続けるよう、こぼれたボールを先頭
に戻す通路を設けています。動きが滑らかなのはもちろん、ボー
ルとねじやナットの間にガタがほとんどないため、高い精度の
動きを実現できるのが特長です。
　ボールねじの活躍の場は主に機械の中で、多くはモータと
ボールねじを組み合わせたテーブルとなって使用されます。
テーブルを前後にスムーズかつ精密に動かすことで、モノづく
りの現場におけるスピーディーな搬送や複雑な動きを実現して
いるのです。

ナット ボール（鋼球）
ボールねじ（CG）

ねじ

9 109 10



NC工作機械
あらかじめ決められたプログラムに基づいて、機
械の動きをコンピュータで制御しながら動くNC
工作機械。複雑な加工を1台の機械で行うこと
ができます。

高速工作機械用ボールねじ HMDシリーズ
HMDシリーズは、大幅な高速化に加え、長寿命
と高剛性、静音性を強化し、工作機械のさらな
る高性能化に貢献します。

写真提供：
株式会社 牧野フライス製作所

産業の発展を支え、豊かな社会に貢献しているNSK
　戦後、日本は科学や工業の発展とともに高度成長を遂げ、モノづくり大国
として世界をリードしてきました。かつて「三種の神器」と呼ばれ、庶民の羨
望を集めていた生活家電や自動車も、量産化の実現により一般家庭へと普
及。そしてより安全で使いやすく、環境にやさしいものへと進歩し、人々の
生活は便利で豊かなものになっています。
　こうした背景には、複雑な部品をスピーディーに加工することができる
「NC工作機械」の登場とその進歩がありました。そのNC工作機械の心臓部
に使われているのが、NSKのボールねじです。

自動車の量産化に「ボールねじ」
　NC工作機械の活躍で、飛躍的な発展を遂げた代表製品が自動車です。
自動車のボディは、鋼板を金型でプレスしてつくられますが、一つの車種
ごとに数多くの精密で複雑な金型をつくる必要があります。また、自動車に
は1台当たり2～3万個もの機械部品が使われていると言われており、複
雑で高精度な部品を大量につくることが同時に求められます。
　NC工作機械は、機械の動きをコンピュータで制御し、モノを削る刃物や
削られるモノを上下左右・前後に移動させることで、複雑な三次元加工を
行います。その駆動部に組み込まれたボールねじが滑らかに動くことで、
速度や停止位置が自在にコントロールできるようになった結果、加工精度
が上がり、自動車の量産化とその進歩に貢献したのです。

社会のニーズに応える製品づくり
　今、人々のニーズは多様化し、合わせて製品の機能やデザインも多様化し
ています。それらのニーズに応えるため、NSKは高精度なボールねじを供給
し続け、豊かさの実現に貢献していきます。

工作機械とボールねじ、
信頼関係が製品力を高める。
株式会社
牧野フライス製作所
取締役 生産本部長

饗場 達明 氏

　当社は、1958年に国産初のNCフライ
ス盤を世に送り出すなど、1937年の創業
当初から工作機械をつくるだけでなく、新
たな加工技術の開発とその加工を実現す
る工作機械をつくることで、日々進化し続
けるお客様のニーズに応えています。
　複雑で高精度な加工を実現するには、
機械をより緻密に制御する必要がありま
す。人間に例えると、優れた頭脳で考え、
そのとおりに寸分たがわず身体を動かすこ
とが必要です。その身体を動かす筋肉に
あたる部分が「ボールねじ」。複雑で高精度
な加工には、ボールねじの高精度化が欠
かせないのです。また、もしボールねじに

不具合が生じると工作機械は動きません。
そのため、ボールねじは高い精度と信頼性
が同時に要求される基幹部品なのです。
　さらに工作機械の性能を極限まで追究
していくと、ボールねじに今まで想像もして
いなかった障害が起きることがあります。そ
んな時、NSKさんの技術に裏打ちされた
フレキシブルな対応力があるからこそ、わ
たしたちは今までNSKさんをベストパート
ナーだと認識し、またこれからもそうあって
欲しいと思っています。
　「こんなことを実現したい」とそれに「応え
る技術」を伝え合い、より信頼性の高いボー
ルねじが開発されることを期待しています。

豊 か な 生 活 の た め に

モノづくりの現場で活躍する
NSKのボールねじ

ボールねじ
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精密位置決めテーブル
シリコンチップは露光装置によってつくられ、その
土台となるステージ部に精密位置決めテーブル
は使用されています。前後左右に緻密にテーブ
ルを移動させることで、最新の装置ではナノレベ
ルの正確な位置決めを実現しています。

ステージ

光源

コンデンサ・レンズ

マスク

縮小投影レンズ

ステージ

光源
コンデンサ・レンズ
マスク
縮小投影レンズ

高度情報化社会に対応した
微細化・高精度化への挑戦

直接お客様にお会いし、
時代のニーズを
つかむ。

NSKプレシジョン（株）
技術本部 
BS技術部
BS開発室 課長

佐藤 秀之

　精機製品は大半がオーダーメイド。お客
様がどんな機能を求めているのかを、対話
から見いだして、最適な新製品を提案する
ことが、我々開発エンジニアの仕事です。
当然、お客様の現場を訪問し、使用されて
いる機械を理解し、次のフェーズでどんな
機能や精度が求められるのか、予測してい
くことが必要です。
　とはいえ、特定のお客様へのカスタマイ
ズだけではなく、「次」へ向けての新たな

製品ラインナップをつくり上げていくことが
使命として課せられています。オーダーメイ
ドの設計・開発が多いからこそ、「標準化」
が事業の上では重要なテーマ。相反する
課題の解決を求められる多忙な日常です
が、自部署・他部署のスタッフと知識や知
恵を共有し合うことで、若い開発者たちの
新しい発想を形にしていきたいと日々努め
ています。

手の平サイズの情報端末に驚くほどの高機能
　20年ほど前、初めて発売された携帯電話は、ショルダーバッグのように
肩から提げて使う大きさのものでした。その後10年も経たないうちに、ポ
ケットサイズの本来の意味での「携帯」電話へと進化し、現在では、手の平
に収まるほど小さなボディに、デジタルカメラやインターネットなど驚く
ほどの高機能が詰め込まれています。
　これらの機能を支えているのは、大量の電子情報を処理するシリコン
チップの存在です。1台の携帯電話には、ナノレベル※の回路線幅のシリコ
ンチップがいくつも搭載されており、さまざまな機能を生み出しています。
※  1ナノメートル＝0.000000001メートル。

微細な加工技術が高機能化の鍵に
　一つのシリコンチップには、数千万から数億個もの回路が埋め込まれて
おり、その数が増えれば増えるほどシリコンチップの処理能力は向上しま
す。つまり、どれだけ回路の集積度を上げられるかが、高機能化の鍵となり
ます。こうした緻密な作業を、NSKのボールねじは支えています。
　シリコンチップの製造工程では、ウエハと呼ばれるシリコン製の半導体
材料に、何層もの回路パターンをレンズによって縮小し、ズレなく焼き付け
ていくという作業が必要です。そのため、ボールねじには、繰り返し決めら
れた位置に正確にウエハを移動する機能が求められます。回路の集積度が
より高まっていく中で、NSKはボールねじの高精度化により、半導体製造
装置のさらなる微細化に貢献していきます。

技術シーズのアピールで情報化に貢献
　「いつでも、どこでも、誰でも」多くの情報を得ることができる時代。人々
の知的好奇心を満たし、社会の豊かさを支えるため、NSKグループは工作
機械分野からエレクトロニクス分野へ技術の応用範囲を広げてきました。
人や社会の役に立ちたい。その思いで、縁の下から情報化を支えていきます。

情 報 化 に 応 えるた め に

ボールねじ

ウエハ

シリコンチップ
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　わたしたちメカトロ技術開発センターで
は、NSKが培ってきた技術を結集して、新
たな製品の開発に取り組んでいます。
　現在、実用化に向けて着 と々進んでいる
のはDNAチップ。個人の遺伝的特質に合
わせたオーダーメイド医療が近い将来実現
するといわれていますが、そのためには、個
別の細胞から遺伝子を抽出する技術が不
可欠です。わたしたちが開発しているDNA
チップは、１個の細胞から遺伝子を取り出

すことをめざしています。また、近
い将来の実用化をめざしている製品
では、盲導犬ロボットがあります。これはロ
ボットがセンサーで地形などを感知し、自律
的に動くことで、真の意味でのヒューマンア
シストを実現しようという試みです。動作部
にボールねじを活用する、従来にない機構
の開発も視野に入れています。このような
研究は、『MOTION & CONTROL』で人々
の豊かさに貢献する技術だと考えます。

高速静音ボールねじ BSSシリーズ
BSSシリーズは、静音・低振動・ハイスピードとい
う特長を持っており、医療や福祉向け機器の現
場での活躍が期待されています。

血液分析装置（塗抹標本作製装置）
血液検査に必要な血液標本を自動で作製する
装置。ボールねじを組み込んだアクチュエータが、
検体の標本を作製する引きガラスの移動部分に
使用されています。完全自動化により検査効率向
上に寄与し、医療の質を左右する検査装置だか
らこそ、部品であるNSK製品にも信頼性と耐久
性が強く求められています。

開発中の盲導犬ロボット

写真提供：シスメックス株式会社

高速静音化技術が評価され、平成20年度 文部科
学大臣表彰・科学技術賞（開発部門）を受賞

い の ちを 支 える 分 野 へ

医療や福祉の現場へと
活躍の場を広げています

培った技術を「いのち」の現場で
　豊かさを形にしていくため、産業のさまざまな分野で貢献してきたNSK。
今、わたしたちは「モノづくりの現場」から、もっと人に近い「医療や福祉の
現場」へと、活躍の場を広げています。
　例えば、精密検査に用いられるCTスキャンは、患者さんを乗せたベッド
を滑らかに高精度に動かし、360度の方向から正確にX線を照射すること
で、身体の精密な断層撮影を行います。
　その際、患者さんに負担をかけないよう、静かで振動の少ない滑らかな
動きが求められ、そこにボールねじの技術が活かされています。

高度な検査をもっと手軽に、もっと便利に
　医療技術の進歩に伴い、検査手法も高度化・多様化しています。より多く
の人が、高度な検査をよりスピーディーに受けられるよう、コンピュータで
検査装置を制御する「自動検査装置」の開発が進んでいます。
　自動検査装置が扱う検体は、人のいのちにかかわる重要なもの。検体を
慎重に動かし、なおかつスピーディーに正確な検査を行うためにも、ボール
ねじの高精度で滑らかな動きと、それを制御する技術に期待が集まってい
ます。

人々の豊かさへの挑戦は続く
　いのちをあずかる医療現場で働く機械として、第一に求められるのは「信
頼性」です。わたしたちは、いのちにかかわる重要な機構を提供するという
思いで、製品の信頼性に一層力を注いでいきます。
　また、医療現場での使用を考慮し、静音性や環境対応にも取り組んでい
きたいと思っています。
　滑らかに、そして正確に、回転運動を直線運動に変換するボールねじ。
将来、そのテクノロジーを発揮できる場面は、さらに身近なところへ。これ
からもNSKは、社会のニーズに耳を傾けながら、豊かさを実現する技術を
追求し続けます。

技術の種を育て、
次の世代へ

手渡す。

メカトロ技術開発センター
先端技術研究所 

所長

森田 公一
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●CSC長春分公司
▲NSK北京駐在員事務所
●CSC天津分公司
▲NSK成都駐在員事務所
●CSC南京分公司

■● 東莞恩斯克 向器有限公司
（東莞NSK）

▲香港NSK深 駐在員事務所
▲NSK広州駐在員事務所

● 日本精工（香港）有限公司
（香港NSK）
●CSC重 分公司

● 恩斯克（上海）
国際貿易有限公司

■● 恩斯克 納変速器零部件
（上海）有限公司

◆ 恩斯克（中国）研究開発
有限公司

◆■● 昆山恩斯克有限公司
（昆山NSK・CTC）

★ 恩斯克投資有限公司
（CHQ）
● 恩斯克（中国）銷售有限公司
（CSC）

■●常熟恩斯克軸承有限公司（常熟NSK）
■●張家港恩斯克精密機械有限公司（張家港NSK）
■●恩斯克八木精密鍛造（張家港）有限公司
■● 愛克斯精密鋼球（杭州）有限公司
■●杭州恩斯克万 向系統有限公司
■●蘇州恩斯克軸承有限公司（蘇州NSK）

モノづくり、人づくりをとおして
豊かな中国社会の実現へ
貢献します
著しいスピードで経済発展が進む中国。発展とともに、人々の生活も急速に変わりつつあります。
“産業のコメ”と言われる軸受などを通じて、中国の経済、そして人々の生活を支えてきたNSKグループ。
これからも高品質な製品を提供するとともに、技術の移転や教育などにより、
人づくりをとおして豊かな中国の実現に貢献していきます。

C H I N A

★統括拠点　◆技術拠点　■生産拠点　●販売拠点　▲駐在員事務所

特集2  中国でのCSRの推進

NSKグループの中国拠点

（2008年6月末現在）
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蘇州NSKでの品質強化100日活動

　1989年の入社以来、大津工場、海外
本部、アジア営業部などを経て、1995年
に中国プロジェクトチームに参画しました。
プロジェクトでは、中国と日本の企業文化
や政府との板挟みに。それぞれの事情を
知るだけに折衝が難しく、中国、日本双方
のスタッフから「お前はどっちを向いている
んだ」と言われたのを思い出します。
　現在、中国拠点では、『トータル・クオリ
ティーNo.1』を合言葉に、人財育成・強化

に取り組んでいます。品質・コスト・サービ
スすべての面でお客様から信頼され、技
術・生産・販売・経営すべてにおいて中
国人のパワーをフルに活用する真のグロー
バル企業になりたい。そして、中国社会か
ら信頼、尊敬される企業になる。これがわ
たしの夢であり、使命です。

中国社会から信頼、尊敬される
NSKグループへ。

恩斯克投資有限公司
 副総経理

恩斯克(中国)銷售
有限公司 
総経理

タン・デイラン

譚 迪倫

グループ内で存在感を増す中国事業
　安全で快適、そして環境負荷の少ない豊かな社会を支
え、地域の発展に貢献する。これがNSKグループの使
命です。
　今や世界で大きな存在感を示すようになった中国で
も、NSKグループはこの使命実現のため、およそ4,000
名にもおよぶ従業員とともに頑張っています。
　中国国内には9工場、16販売拠点（香港含む）、4駐在
員事務所、技術拠点、そしてこれらを統括する中国本社
（CHQ）があり、その売上はグループ全体の8%を占める
に至っています。NSKグループ内での中国拠点の存在
感は、今後ますます大きくなりそうです。

日中双方の優れた点を活かし、事業基盤を確立
　2001年のWTO加盟以降、急速に経済発展を続けて
いる中国ですが、わたしたちはそれよりも前から中国社
会の発展を見据えていました。1995年に中国国有企業
との合弁生産販売会社である「昆山恩斯克虹山有限公
司」を設立（1999年に独資化。現・昆山NSK）。2002年
から3年半で、7つの生産会社の設立をほぼ同時に完了。
その立ち上げには当初から中国人の社員が活躍し、今で
は中国各拠点で経営幹部として手腕をふるっています。
　中国で生産する製品も玉軸受（昆山NSK）から円錐
ころ軸受（蘇州NSK）、自動車用軸受（昆山NSK、常熟
NSK）、ステアリング製品（東莞NSK）、さらには軸受部
品の前工程加工（張家港NSK）など、多種・多品目となっ
ています。

　生産・販売・技術・マネジメントのすべてにわたって
中国と日本双方の優れた方法を取り入れながら、さらな
る事業の発展をめざしています。

中国でも『トータル・クオリティーNo.1』
　NSKグループが中国に進出した当時、世の中では「中
国の製品は品質に課題がある」という見方が一般的でし
た。しかしNSKでは品質面に力を入れ、生産開始から日
本と同じレベルの製品を出荷し、お客様への説明や製品
のテストなどをとおして品質に対する評価を積み上げて
きました。当初は日本人が主導していた品質改善活動も、
今は中国人が主体的に実施するようになってきました。
昆山NSKでは課ごとのAPS活動※1を通じ、自分たちで
問題点の把握から改善・評価まで実施しています。また、
蘇州NSKでは品質強化期間（品質強化100日活動）を設
け、従業員全体の意識向上を図っています。
※1  APS（Advanced Production System）活動：ムダ・ムラ・ムリをなくし、品質

管理技術や経営体質を改善する活動。

躍進を支える人財育成戦略
　中国拠点の躍進を支えているのが、グローバルな「人
財」構想。日本で培った、モノづくりの高い技術力を活か
して成長してきたNSKですが、中国進出を果たした当
初は従業員の離職率が高く、時間をかけて育成した優れ
た人材が次々に流出してしまう、という難問にぶつかっ
ていました。経済発展の著しい中国では、自分の能力に
見合うポジションを求めて転職する人が多く、「石の上
にも三年」というような日本的マネジメントは通用しな
かったのです。

昆山NSKのロビー
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常熟NSKの「3・3・3研修」 こんにちは運動をする常熟NSKの社員 東莞NSKでは班長向けの
パソコン教育を実施

張家港NSKは
「安全生産先進企業」に選出

“異体同心”の行動が
現場の意識を
変える。

常熟恩斯克軸承有限公司
制造部 第三工作課 
係長
チン・ミンツン

陳 明貞

　わたしは2005年1月に常熟NSKの一
期生として入社し、同年9月から係長と
して研磨工程を担当しています。
　仕事をする上で難しいのは、我々中国
人と日本人の意識にズレがあり、そこを
うまく橋渡しすることです。2007年に日
本へ研修に行った際にも感じたことです
が、日本人はとても真面目。「10分ごと
に製品を抜き取り検査してください」と
言われたら、すぐそのとおりに実行する。

中国人の場合は、その行動に対する考え
方や理由をちゃんと納得してから実行す
るという傾向があるので、しっかりした
説明が必要になります。
　今の目標は日本語の上達。同じ言葉で
話すことができれば、もっとお互いの考
え方を良く理解することができ、それを
現場の人に伝えることもできますし、ま
た自分自身も成長できると思います。

　そこで、実力に見合った業務、責任あるポジションへ
の登用など、中国に合った方法へ大胆に舵を切りました。
その結果、マネジメント層の現地化が急速に進み、昆山
NSKでは管理職45名のうち42名が中国人に。離職率
も下がり、高いモチベーションでいきいきと仕事をする
従業員が増えました。
　また、経営幹部に必要となる知識を学ぶ研修を設定し
たり、社内でトレーナーを育成し、幅広い従業員に対し
て生産、販売、財務などさまざまな分野の教育を実施す
るなど、体系的な人材育成にも力を入れています。

いきいきと働くための職場づくり
　「モノづくりは人づくり」。高品質な製品は、優秀な人
財によって生み出されます。優れた人財を育て、いきい
きと働いてもらうため、NSKグループではさまざまな取
り組みを行っています。
　常熟NSKでは、常設教育訓練道場や「3・3・3研修」※2、
技能オリンピック、こんにちは運動などの体系的な教育
訓練や研修、イベントを開催しています。研修やイベン
ト参加の成果がボーナスや昇給に結びつく「成果と報酬
のリンク方式」が取り入れられ、皆率先して参加し、楽し
みながら自らを高めています。
　また、東莞NSKではパソコン教育・日本語教育など
キャリアアップのための教育や、社員寮の環境改善など
の福利厚生にも力を入れており、2008年2月には地区
政府から「社員満足企業」として表彰されました。
　いきいきと働くためには、安全で働きやすい職場環境
の確保も重要な課題です。張家港NSKでは防災・安全

活動に力を入れ、張家港市より2007年度の「安全生産
先進企業」に選ばれています。
　こうした教育制度や啓発活動、職場環境改善活動に
よって、現地スタッフのさらなる技術習得を促すととも
に、働く喜びを感じられる企業風土づくりを進めていま
す。
※2  現場作業者や技術者、管理職を日本へ送り、それぞれ3年、3カ月、3日間研

修する制度。日本語や技能の習得、日本人との交流などを通じて、本人のスキ
ルアップとモチベーション向上を目的としている。
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上海の統括拠点で開催された
CSR勉強会

CTCで行われている日本語教育

地域に根ざした活動で
昆山市の発展に尽力してくれる
NSKに感謝。

中国江蘇省昆山市
人民政府市長
グァン・アイグォウ

　昆山は、古くは三国時代に呉の中心地
として繁栄した地として知られ、現在では、
世界各国から6,000社近くの企業が集ま
り、中国でも指折りの工業都市として目覚
しい発展を続けています。
　NSKさんには1996年の昆山NSK（昆
山市にあるNSKの海外法人）開業より、昆
山市の発展に大きな役割を果たしてもらっ
ています。その貢献と誠実な経営を評価
し、昆山NSKを「2007年度昆山市Best
優秀外商投資企業」に選びました。
　多くの企業の生産拠点として大きく発展
してきた昆山市ですが、今は中国全土から
優秀な人材を集め、技術拠点としても発展
していこうとしています。NSKさんのCTC

（China Technology Center）は中国政府
よりPost Doctor Working Station（博士
課程修了者の研究所）に認定されました
が、これは市政府の未来ある優秀な研究
者を集めるプロジェクトに、NSKさんが協
力してくれているといえるでしょう。
　NSKさんは技術開発から生産・販売ま
で、地域に根ざした活動で昆山市の発展
に尽力してくれており、たいへん感謝して
います。
　これからも中日両国の協力交流関係、
昆山市の持続的な発展に大きな役割を果
たしてもらいたいと思います。一緒に明る
い未来を切り開いていきましょう！

技術を移転し、中国の発展に寄与
　経済が発展するために必要な要素は、「生産」「市場」
「技術」と言われています。中でも「技術」は、他の２つの
行方を左右する大切な要素。NSKグループはその「技
術」の移転を進め、生産・販売・技術のすべてが中国国内
で完結する“中国化”を推進しようとしています。この中
国化の旗手として期待されているのが、2008年4月に
設立された研究開発法人「恩斯克（中国）研究開発有限公
司」。現在、製品の基本設計などは日本で行われています
が、拡大する中国マーケットのニーズを素早く捉え、商
品の設計と評価・生産・販売までを一貫して中国国内で
完結しようとしています。さらには、中国人技術者を育
てる「器」としての機能も期待されており、NSKグループ
の中国拠点での活動が“中国人の、中国人による、中国人
のための”事業に成長する布石と位置づけています。

地域に根ざしたグローバル企業をめざして
　NSKグループでは、各事業拠点が進める活動が地域
の方々に理解され、地域社会とともに発展していきたい

四川省大地震による被害への救援金を寄付しました
　NSKグループは、2008年5月に発生した四川省大地震の被災者救済
や復興支援に対する救援金として、グループ全体で3,000万円の寄付を
行いました。また、中国各拠点では従業員からの募金により17.3万元（約
260万円）、中国各法人から11.3万元（約170万円）を寄付しています。
この他、NSK・日本精工労働組合・日本精工福祉基金合同で日本の従業
員からの募金活動も行っています。
　被災者の皆さまに謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災地の一刻
も早い復旧を心からお祈り申し上げます。

と考えています。それを実現する第一歩として、2008
年3月、上海の統括拠点にてCSR勉強会を開催。中国
各拠点の経営幹部やCSR担当者が一堂に会し、中国で
は今何が期待されており、その中でわたしたちはどのよ
うにCSRを進めていくべきか、熱い議論が交わされま
した。
　現地の人々による、現地のための製品づくりを進め、
そしてそれを支える地域社会との信頼関係を育みなが
ら、グローバル・エクセレント・カンパニーをめざし、ま
い進していきます。
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株式大量買付行為に関する対応策

　NSKグループは、ステークホルダーの皆さまと相互
の信頼関係によって成り立っています。わたしたちは、
社会・環境・経済すべての面においてバランスのとれた
経営を行い、すべてのステークホルダーの皆さまに対す
る責任を果たすと同時に、本業に徹することによりNSK
グループの企業価値を増大させていくことが使命であ
ると考えています。

使命達成に向けて
　この使命を達成するため、わたしたちは3カ年中期経
営計画（2006～2008年度）において、メーカの原点で
ある製品の品質はもとより、あらゆるサービスを含むす
べての品質、すなわち『トータル・クオリティーにおいて
業界No.1の会社になる』ことをビジョンとして掲げ、全
グループを挙げた取り組みを進めています。このビジョ
ンの実現に向けて、成長戦略と体質改善の推進という2
本の大きな柱を軸として、収益力を重視した成長をめざ
すとともに、規模の拡大に偏ることなく、強い会社にな
ることをめざしています。
　また、わたしたちは、いち早く1999年から社外取締
役制度を導入するなど、経営の透明性と健全性を高め
たガバナンス体制を構築し、持続的な成長をめざしてい 
ます。
※  詳細は本冊子19ページ「コーポレートガバナンス」をご覧ください。

●NSKグループの使命

●大量買付行為に対する
NSKの考え方

　わたしたちはこのような形で使命を果たしていきたい
と考えていますが、十分な情報や時間の提供なしに、突
然に大量の株式買付行為が行われた場合、株主の皆さま
に的確なご判断をいただくことができなくなる可能性が
あります。また、このような大量買付者の中には、合理
的な経営を行う意思がないものが含まれる可能性も否

2008年6月25日の定時株主総会にて、「当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を
株主の皆さまにご承認いただきました。この対応策は株主の皆さまはもちろん、
すべてのステークホルダーの方々にとってたいへん重要なものですので、その概要をご説明します。

定できず、企業価値の増大をめざすわたしたちの使命遂
行が、困難になることも懸念されます。
　2007年度のCSRレポートにも記載しましたが、わた
したちはNSK株式の大量買付行為についての最終的なご
判断は、株主の皆さまからいただくものと考えています。
　NSKグループは1916年の創業以来、“産業のコメ”と
呼ばれる軸受をはじめ、自動車部品、精機製品などを一
貫して世に送り出しています。そこから得られる豊富な
経験と幅広く深いノウハウを蓄積しつつ、ステークホル
ダーの皆さまとの関係を深めながら事業を進めており、
今後の持続的な成長にはこれらを理解した上で経営す
ることが不可欠であると考えています。
　このような経営方針の下、大量買付者によりNSK株
式の大量買付が行われた場合、提案の評価・検討や取締
役会の意見形成、代替案を立案するために必要な情報
と時間を確保し、株主の皆さまに双方の提案や意見を十
分にご理解いただいた上で、適切にご判断をいただき、
NSKの企業価値および株主の皆さまの共同の利益を損
なわないようにすることが重要と考えています。

対応策の導入
　そのため、わたしたちは2008年4月23日の取締役
会にて「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者
の在り方に関する基本方針」を定めるとともに、定時株
主総会にて株主の皆さまからのご承認の下、NSK株式
の一定規模以上の買付行為が行われる場合の対応策を
導入しました。

対応策の内容
　NSKの対応策は、すべての株式大量買付行為を阻止
することを目的としたものではなく、大量買付者が買付
を行う際に、あらかじめ定められた手続きに従うことを
要請するなど、一定のルールを定めるものです。対抗措
置を発動すべきかどうかについては、原則、株主総会を
開催し株主の皆さまにご判断いただきます。ただし、例
外的にルールに従わない大量買付行為が行われる場合
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T O P I C S

や、極めて限られた条件に該当する場合のみ、社外取締
役を含む取締役会全会一致の判断により対抗措置を発
動できることとします。（図1）

　この対応策は、株主・投資家の皆さまのご意向を十分
に尊重し、透明性・客観性を備えたものになっていると
考えています。

対応策の流れ図1

大量買付者（NSK株式の20%以上を保有しようとする者）の出現

大量買付者→NSK代表執行役社長宛 「意向表明書」提出

大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合

NSK取締役会→大量買付者 必要情報リストの交付

大量買付者→NSK代表執行役社長宛 必要情報の提供

NSK取締役会による評価

●  大量買付行為についての評価・検討、大量買付者との交渉、 
取締役会の意見形成、代替案立案　

● 評価期間：最大60日間（対価を円貨のみとする全株式のTOB） 
または最大90日間（その他の大量買付行為） 
＊ただし、最大30日間延長される場合あり

10営業日以内

大
量
買
付
者
が
大
量
買
付
ル
ー
ル
を
遵
守
し
な
い
場
合

対抗措置発動（新株予約権無償割当て）の是非を決議

NSK株主総会

対抗措置不発動 大量買付行為の開始 対抗措置発動 新株予約権無償割当て

否決 可決

※  NSK取締役会は、次の場合に対抗措置を発動することがあります。 
ただし、この発動に関する決定は、社外取締役を含むNSK取締役会の全会一致の決議によります。 
① 大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合 
② 大量買付行為がニッポン放送事件高裁4類型のいずれか、または強圧的二段階買付に該当し、NSKの企業価値ひいては株主の皆さまの共同の利益を著しく損なう場合

http://www.jp.nsk.com/jp/ir/backno.htmlH P※ このページの詳細は、当社ホームページの「投資家情報」をご覧ください。

社外取締役を含む取締役
会による全会一致の決議
による

② ①

外
部
専
門
家
な
ど

必要情報リストの
要件を充たすか 
につき助言

対抗措置発動の
是非につき助言

NSK取締役会による意見表明
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コーポレートガバナンス

　NSKグループは、コーポレートガバナンスを「取締役
会による監督の下、執行組織が事業の拡大と収益の向上
に専念できる仕組み」と考えています。経営の機動性と
ともに経営監督機能の実効性を高めるよう、コーポレー
トガバナンスの強化に取り組んでいます。

NSKグループはコーポレートガバナンスを経営の重要課題と考えると同時に
CSRの基盤と捉え、経営体制の改革を進めています。

●コーポレートガバナンスの考え方

●コーポレートガバナンス体制
　NSKは委員会設置会社であり、監査・報酬・指名の3
つの委員会は、それぞれ2名の社外取締役と1名の社内
取締役で構成されています。執行組織では、経営会議の
討議を経て代表執行役社長が最終的な意思決定を行い
ます。執行役会は、事業展開の方向性など執行組織の情
報共有の場として機能しています。（図1）

●内部統制強化のための体制
　昨今、企業活動における内部統制強化への要求はグ
ローバルな視点で高まっています。NSKでは、「内部統
制システム構築の基本方針」を取締役会で決議するとと
もに、「NSKグループ経営規則」（図2）に内部統制を機能
させるための基本原則を定めています。内部監査機能と
リスクマネジメント強化のための組織として、経営モニ

●内部統制報告制度への対応
　NSKでは、2006年4月に本社に内部統制強化プロ
ジェクトチームを設立し、グループ全体の内部統制の強
化活動を統括するとともに、各地域本部やグループ各社
にもサブチームを設置し、財務報告にかかわる内部統制
の整備の推進、運用の定着化、評価の仕組みの構築をグ
ローバルに進めてきました。（内部統制報告制度につい
ては下記参照）

経営品質の向上に向けて
　2008年度は報告制度の初年度であり、これまでの活
動の成果が問われる年です。グローバルな視点からグ
ループ各社の経営と業務の標準化・効率化を進め、NSK
が掲げる『トータル・クオリティーNo.1』の目標を支える
重要な課題として取り組みを推進していきます。

タリング室、コンプライアンス本部、コーポレート経営
本部を設置し、NSKグループ全体で内部統制システム
の充実を図っています。

　2006年に成立した金融商品取引法により、2008年4月から始
まる会計年度から「内部統制報告制度」の適用が開始されました。
　この制度は、上場企業に対し財務諸表や開示事項の正確性を確
保する仕組みの整備と、その仕組みの有効性を評価することを求め
ており、経営者には毎年、監査証明が添えられた「内部統制報告書」
の作成と提出が義務付けられています。

内部統制報告制度について

ガバナンス体制図図1

NSKグループ経営規則図2

監査委員会

（執行組織）

NSKグループ経営規則

（監督組織）

代表執行役（社長） 取締役会

報酬委員会

指名委員会

執行役会

経営会議

経営モニタリング室

コーポレート経営本部
内部統制強化

プロジェクトチーム
情報開示委員会

コンプライアンス本部
危機管理委員会（事務局）

（内部統制組織）

株主総会

組織
規程類の
整備

意思決定の
仕組み

報告制度
リスク管理・
コンプライアンス

管理

企業情報の
開示

内部監査

文書などの
保存・管理

・グループ経営のための枠組み制定
・内部統制を機能させるための基本原則
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CSRを支える仕組み

NSK's  action

独占禁止法セミナーに参加して
　知っているようで知らないのが法律です。独占禁止法もまた例外では
ありませんでした。新聞などの情報だけで十分理解したと勘違いしてい

ました。受講後、支社員から「もっと法律について知りたい」
という発言がありました。「NSKはコンプライアンスが定着

した会社だ」との評価をいただけるよう、お客
様と接する我々営業は、会社の代表として意
識向上に取り組みます。

NSK販売（株）、NSKプレシジョン（株）
静岡支社 支社長

西永 誠司

コンプライアンス

　2002年７月、NSKは全役員・従業員が守るべき企業
倫理や法令などの基本的事項を定めた「NSK企業倫理
規定」を制定しました。現在では、国内外のNSKグルー
プ各社が「NSK企業倫理規定」を取り入れ独自の倫理規
定をつくっています。また、2004年5月には、コンプラ
イアンス本部を設置し、「NSK企業倫理規定」に基づく
規定の整備、教育活動、監査を推進しています。

NSK企業倫理方針
国際社会や地域社会において、誠実で公正、
かつ尊敬され信頼される企業として、
発展し続けることをめざします。

あらゆる企業活動において、関係法令を守ります。
また企業市民の一員として、
高い倫理観を持って行動します。

法令遵守のための行動指針（項目）
独占禁止法の遵守
輸出関連法規の遵守
贈収賄行為の禁止（接待・贈答などの取り扱い）
公的機関との取引および政治献金の取り扱い
正確な記録および処理
インサイダー取引の禁止
知的財産の取り扱い
違法行為・反社会的行為の禁止
会社財産の保護
企業秘密の取り扱い
お客様への誠実な接し方
購買先との公正な取引
競合他社との公正な競争
健全な職場の育成

罰則規定および相談窓口の設置
罰則規定
相談窓口の設置

　「NSK企業倫理規定」の内容を周知し、確実に遵守す
るために、新入社員や役職者に対する階層別教育に加
え、2007年度は国内グループ会社の全役員・派遣社員
などを含む従業員を対象にe-ラーニングまたは冊子で
の教育を行いました。また、各事業所で、インサイダー
取引（全3回）や独占禁止法（全21回）などの個別テーマ
に関するセミナーを積極的に展開しました。

NSKグループは、ステークホルダーから信頼される企業であり続けることをめざし、
コンプライアンス（企業倫理や法令の遵守）を確保するための体制整備と風土づくりに取り組んでいます。

●コンプライアンス教育

●NSK企業倫理規定と
コンプライアンス推進体制

NSK企業倫理規定

　NSKは、法令や社内規則違反を早期に把握し、適切な
措置を講じることを目的に、コンプライアンスに関する
相談窓口「ホットライン」を設置しています。コンプライ
アンス本部の他に社外弁護士を窓口とし、国内グループ
会社の従業員およびお取引先からの通報を電子メール
や郵送などで受け付けています。通報者は匿名で通報で
き、通報したことによる不利益を受けない仕組みになっ
ています。

●ホットライン

　国際的な平和と安全の維持を目的に安全保障輸出管理
室を設置し、関連法規に準拠した社内規定に基づき管理
する体制を構築しています。その中で、お客様に販売し
た製品も含め、日本から輸出されるモノおよび技術の提
供が大量破壊兵器や通常兵器への転用につながらない
ように、厳正な審査・判定を行っています。また、より確
実な活動をめざし、NSKグループ内だけでなく販売代理
店も含めた関係者への教育を定期的に実施しています。

●輸出管理
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情報セキュリティ／危機管理

情報セキュリティポリシー
　今日の情報化社会において、情報が企業や社会に与え
る影響は増大し、その資産的な価値も高まっています。
そして、NSKグループが扱う情報の価値とそれらの情
報が社会に与える影響の大きさを考慮し、情報セキュリ
ティの観点から、会社の情報を保護することが経営の大
きな課題です。
　保持している情報を漏洩、改ざん、損失、災害などか
ら保護するためには、情報セキュリティに関する統一し
た基準の下、NSKグループ全体がそれらを管理する必要
があります。そこで、情報セキュリティにかかわる基本
的な考え方や保護すべき情報、情報に関連した資産を明
確にした情報資産管理規定などを定め、2003年より「情
報セキュリティポリシー」として社内に配布しています。

2007年度の施策
　情報セキュリティは、「テクノロジー」「プロセス」「人」 
の各要素について施策をとる必要があります。2007年
度は、特に「人」に対する施策を強化しました。テクノロ
ジーの面でどれほど施策を厳しくしても、最後は「人」
がセキュリティの要になります。そのため、NSKグルー
プで働く全従業員への教育やマネジャーに対する集合
教育を数多く実施し、従業員一人ひとりが自らセキュリ
ティを守る体制づくりを進めています。
　また、テクノロジーの面では従業員の利用するパソコ
ンやシステムに対して適宜対策を行い、安全で有効な情
報利用ができる環境づくりを進めています。プロセスに
ついても運営組織の設立やガイドライン策定などの強
化を行っています。

NSKグループは多様化するリスクを最小限にとどめるべく、
会社が保有する各種情報の保護と不測の事態に際する危機管理体制の整備に努めています。

●情報セキュリティ
危機管理体制
　NSKグループでは、大規模災害などの危機発生に対
し、人命を最優先に諸施策を立案するという考え方を基
本としています。
　危機管理を経営層で統括する仕組みとして、社長直
轄の「危機管理委員会」を設置しています。この委員会
では、事業を営む上で遭遇が想定される大規模地震や
火災、環境汚染事故、広域感染症発生などの重大なリス
クに対し、予防保全策を検討・実施するとともに、危機
発生時には、的確な対応の検討・指示を行います。また、
危機管理の趣旨を周知徹底し、未然防止や危機発生時
の適切な対応の指針とするため、「危機管理マニュアル」
を制定しています。

2007年度の施策
　BCP（事業継続計画）※策定を中心に活動を進めてき
ました。その中で、中枢機能を有する本社がある東京地
区で大規模災害が発生したことを想定し本社大規模災
害時行動指針を作成しました。この指針に基づき、経営
層を中心とした大規模な訓練などの活動を計画してい
ます。また、本社ビル内で保管している食糧をはじめと
した被災時用備蓄品の管理体制を整備しました。
　その他の想定されるリスクへの対策として、海外生
産工場の防災ネットワークの構築や安全衛生活動のグ
ローバル展開などに取り組みました。
※  企業が災害や事故などの緊急事態に遭遇した場合に、重要な業務が中断しな
い、または中断しても短い期間で再開できるように準備・方法を取り決めておく
計画。

BCPへの取り組み
　近年、国内外で大規模災害が頻発しており、災害に強
い企業づくりが重要と捉えています。災害発生時に社員
や家族の安全を確保するとともに、迅速な対応によって
お客様への供給責任を果たすため、危機管理委員会が
中心となりBCPの策定を進めています。
　具体的には、大規模地震を想定した本社機能の維持・
バックアップ体制、生産工場の耐震補強工事と緊急マ
ニュアル整備、事業所間の緊急通信と情報の共有手段の
整備などに取り組んでいます。

●危機管理

情報セキュリティ教育のポイント

●やらされているという意識から、
　自分たちがセキュリティを守るという意識に変革しなければいけません。

情報を守って活用することは
自分たちの使命です！

規則を押し付けられているという意
識では、情報セキュリティは浸透し
ません。理解・実践されません。 地道な説明／教育が必須！

俺たちどんどん仕事
やりにくくなるなぁ…
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MOTION & CONTROLで、社会を豊かに

ステークホルダーの皆さまから、
より深い信頼を得るために

社会とNSK

役員ごあいさつ

執行役専務 コーポレート経営本部長
事業企画本部長
コンプライアンス本部長

わたしたちの事業は、お客様やお取引先、株主・投資家の方々、
地域社会、そしてNSKグループで働く従業員など、多くのステーク
ホルダーの皆さまに支えられて成り立っています。ここでは、それら
ステークホルダーの皆さまに対して、わたしたちが行っている取り
組みを報告します。

本文中、　　 マークのある項目では、「2007年度の活動のポイント」を
具体的に説明しています。

  「こんなところにもNSK？」と思うくらい、NSKグ
ループの製品はさまざまなところで活躍しているこ
とをご存知でしょうか。自動車や家電製品など皆さ
まの身の回りにある製品の部品として、あるいはその
製品をつくる機械の部品として、実に多くの場所で
NSKグループの製品は使われています。
　わたしたちの製品を使ってくださっているメーカ
の方々はもとより、その方々がつくられる最終製品を
使われる皆さまも、わたしたちの大切なお客様。そう
考えると、NSKグループの事業にかかわる方々はま
さに社会全体。本レポートの「トップ対談」にもありま
すが、この社会全体を「円滑で安全な社会」にしたい
というのがわたしたちの企業理念です。その企業理
念を実現するため、何ができるのかを日々考え、行動
に結び付けていくことが大切だと考えています。
　さて2007年度の取り組みですが、まず「CSR室」
（現 IR・CSR室）を設置したことをお伝えしたいと思

います。担当部署をつくって専任者を置き、取り組み
を積極的に進めることにしました。そして、育児休業
を取る従業員のための新たなシステムを導入するな
ど、ワークライフバランスの取れた、いきいきした職
場づくりも着々と進んでいます。
　CSRレポートを「読みやすく分かりやすい」ものに
するため、今回より社会面の目標や課題の明示を始
めました。
　わたしたちの取り組みは、このレポートに記載され
ているものだけではありません。お伝えしたいことは
もっともっとあり、すべてをご紹介できないのは本当
に残念。とはいえ、本レポートでそのエッセンスだけ
でも伝わればと思っています。
　これからも皆さまとの関係を大切にし、十分では
ないかもしれませんが、できる限りその活動を報告
し、わたしたちへの信頼を深めていただけるよう活
動していきます。
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株主・投資家に対する目標と達成状況
2007年度目標 達成度 2008年度目標

・ 説明会などIRイベントの定期開催 ○ ・ IRイベントの充実
・ ホームページなど 
IRツールの改善・ IR発行物の充実 ○

お客様・お取引先に対する目標と達成状況
2007年度目標 達成度 2008年度目標

・ NPDS（NSK Products 
Development System） 
活動をグローバルに展開

○

・ 業務品質向上を 
めざした活動の 
推進
・ CSR調達の推進

・ 不良ゼロをめざした活動を推進 ○

・ 品質「知識｣教育を推進 ○

・ CSR調達を開始 ○

わたしたちのお客様は、
法人企業と、わたしたちの製品が部品
として組み込まれたさまざまなモノを
使用される皆さまです。これらのお客
様のニーズを捉え、常に高品質で安
全・安心な製品を提供すること

で、持続可能な社会に貢献
します。

お客様
P.25～26

NSKグループは、鋼材メーカや潤
滑剤メーカ、部品加工メーカなど、
多様なお取引先とのパートナー
シップを基盤として事業を行って
います。

お取引先
P.25～26

社会・環境・経済の全側面において
バランスのとれた経営を行い、安定的
に利益を還元することと、適時・適切
な情報開示により、株主・投資家の皆
さまの期待に応えることがわたした
ちの使命です。

株主・投資家
P.33

※ ステークホルダーとは、企業活動を行う上でかかわるすべての人。

○達成　△一部達成　×進捗なし

○達成　△一部達成　×進捗なし
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NSKグループのステークホルダー
わたしたちのビジネスは、さまざまなステークホルダー※との相互の信頼関係で成り立っています。 
ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを通じて、より良い関係を築いていきます。



従業員に対する目標と達成状況
2007年度目標 達成度 2008年度目標

・ 教育・研修プログラムの充実 ○

・ 仕事と育児の両立支援
・ 障がい者雇用特例子会
社の設立
・ 教育・研修プログラム
の拡大

・ 正当な評価と多角的なバックアップ ○

・ メンタルヘルス対策の推進 ○

・ セクハラ・パワハラ研修の充実 ○

NSKグループで働く正社員、派遣
社員、パートタイマーなどすべての従
業員の個性を尊重し、各人が持つ能力
を存分に活かして業務に取り組める
ようにすることが、NSKグループの
役割だと考えています。

従業員
P.27～30

NSKグループにとって、未来を担
う子どもたちや学生たちも大切なス
テークホルダーです。わたしたちは、
豊かな環境と安定した社会を次世代
に引き継いでいきたいと願ってい
ます。

次世代
P.32

NSKグループは、世界150カ所以
上に事業拠点を持ち、グローバルに
ビジネスを展開しています。拠点を置
く地域の方々とのコミュニケーション
を大切にし、社会・環境・経済それ
ぞれの側面でバランスのとれた

良好な関係を築くよう努
めています。

地域社会
P.31

○達成　△一部達成　×進捗なし

次世代に対する目標と達成状況
2007年度目標 達成度 2008年度目標

・ 子ども科学教室の実施 ○
・ 子ども科学教室
を他地域へ展開

・ 大学教育のサポート ○

○達成　△一部達成　×進捗なし

地域社会に対する目標と達成状況
2007年度目標 達成度 2008年度目標

・ 子どもたちの健康・安全に貢献 ○
・ 地域社会の発展に貢献

・ 地域の環境保全に貢献 ○

○達成　△一部達成　×進捗なし
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（写真1） イギリスでのNPDS「横断的機能チーム」の会議 （写真2） NQ1活動 （写真3） タイでの品質「知識」教育

　NSKグループでは、製品はもちろん、お客様に提供す
る情報やサービスなどを含むすべての品質を高め、『トー
タル・クオリティーNo.1』の企業をめざしています。これ
を具現化するため、品質保証本部を中心に「NPDS（NSK 
Products Development System）活動」「NQ1（NSK 
Quality No.1）活動」「人づくり」の3つの活動を全グルー
プで推進し、お客様に喜んで製品を買っていただける会
社をめざしています。

お客様・お取引先とともに
NSKグループでは、お客様、お取引先とのパートナーシップを深めながら、
モノづくりのレベルを高めていくことが重要と考えています。ここでは、その取り組みの状況を報告します。

お客様にご満足いただくために

2007年度の活動のポイント

NPDS活動を
グローバルに展開

不良ゼロを
めざした活動を推進

品質「知識｣教育を
推進

CSR調達を
開始

迅速・確実に対応するための「NPDS活動」
　NPDSは、お客様からの新規案件に迅速かつ確実に対
応し、効率良く安定生産に結び付けるシステムです。新
たな案件が寄せられると、関連する部署のメンバーが
召集されます。そして、技術・製造面の課題、投資、関
連する特許などを徹底的に討議し、問題点を明確にす
るとともにお客様のご要望に沿った製品を生産できる
か見極めます。案件の難易度をランク分けし、難易度
が高い案件は「横断的機能チーム」を結成して対応しま
す。製品の企画から開発設計、試作、量産までの各プロ
セスで、課題が確実に解決されていることを確認して、
安定生産に結び付けます。2007年度は、今まで国内を

中心に進めてきた活動をグローバルに展開しました。 
（写真1）

不良ゼロをめざした「NQ1活動」
　NQ1活動は、生産と開発設計、生産技術、品質保証、
営業、物流などの部署が連携を密にし、部品や材料の調
達からお客様への納品までの生産工程全体をとおして、
モノや情報の流れの最適化を図る全グループレベルの
活動です。データなどの科学的な根拠に基づき、不良品
の発生を限りなく「ゼロ」に近づけ、より効率の高い安定
した生産の実現をめざしています。（写真2）

2

活動を支える「人づくり」
　『トータル・クオリティーNo.1』を実現するには、すべ
ての従業員が「お客様第一」「品質第一」を認識し、コミュ
ニケーションを活発に行いながら、それぞれの業務の質
を高めていくことが重要です。NSKグループでは、業務
改善活動への参画と研修会などの教育を通じて人材の
レベルアップを図っています。2007年度からは、今ま
で国内を中心に進めてきた品質「知識」教育を海外に展
開しています。（写真3）

3

1 2 3 4

1
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（写真4） 調達方針説明会

2008年度の課題

業務品質向上をめざした
活動の推進 CSR調達の推進

　NSKグループでは、品質マネジメントシステムの国際
規格ISO9001やISO／TS16949※の認証を取得し、お
客様の要求にかなった高品質なモノづくりを行っていま
す。2008年3月末時点で、対象となる国内外の51事業
所のすべてが認証取得を完了しています。
※  ISO（International Organization for Standardization：国際標準化機構）が定
める品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001に、自動車メーカ固有
の要求事項を付加した規格。

表彰名（正式名称） 授与者（敬称略） 対象製品・サービス 受賞日 受賞理由・コメント

品質管理優秀賞 トヨタ自動車株式会社 軸受・自動車部品 2008年2月29日 国内外一体となった
品質向上活動

総合優秀賞 アイシン・エィ・ダブリュ
株式会社

軸受・
NSKワーナー製品 2008年4月22日 品質・納期などの総合評価

Certificate of
Recognition

Tokai Rubber 
Industry Poland 軸受 2007年5月25日 品質・納期などの総合評価

Bosch Supplier
Award（2007） Bosch 製品とサービス 2007年7月04日 製品品質、技術改良、

サービスの信頼性などを評価

Supplier of the Year Continental 
Automotive Systems 軸受 2007年7月01日 品質・納期・技術力などの

総合評価

お客様からの主な表彰実績表1

品質マネジメント

製品の安全について
　万一、市場においてわたしたちの製品に致命的な欠陥
やその可能性が認められた場合、重要品質問題として指
定し、お客様や関係機関に速やかに連絡するとともに、
回収・交換などの対応を迅速に行う体制を整えていま
す。2007年度に重要品質問題はありませんでした。

お取引先とのパートナーシップ
　NSKグループでは、公正・公平で透明性の高いお取引
を基本とし、コミュニケーションを深めながら、お取引
先とNSKグループが一体となって競争力を強化し、双

方の持続的な発展をめざして活動しています。

●お取引先ホットラインの設置
　違法行為の発生防止と透明性の高い取引実現のため、
社外の弁護士が対応するホットラインを開設しました。
お取引先からのお問い合わせは匿名性が確保され、相談
によって不利益にならない仕組みになっています。

●コンプライアンス教育の実施
　お取引先の皆さまと接する全従業員は公正に取引を
行い、信頼関係を構築することが大切です。そのため、
2008年2月から実施した全従業員対象のコンプライア
ンス教育に、お取引先との接し方に関する項目を盛り込
み、適切な行動をするように徹底を図りました。

CSR調達の推進
　事業活動に関するさまざまな法規制を遵守し、環境保
全や従業員の人権、安全衛生などに配慮することが重要
であると認識しています。これらの活動は、NSKグルー
プのみならずサプライチェーン全体をとおして推進する
必要があります。2008年1月にNSK本社で実施した調
達方針説明会（写真4）にて、お取引先に取り組みの必要
性をご説明するとともに、ご協力を要請しました。

4

（対象：2007年度に受賞、または2007年度の活動に対して受賞したもの）

http://www.jp.nsk.com/jp/csr/society/H P※ その他、表彰実績についてはホームページをご覧ください。25 26
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（写真1） NSK経営大学 （写真2） サタデービジネスカレッジ

　NSKグループでは、「自らの意思で考え行動し、自ら
を高めようとする社員に対して機会と場を提供する」と
いう「人材育成基本方針」を掲げています。この方針に基
づき、さまざまな教育・研修プログラムを設け、従業員
の成長と自助努力をサポートしています。

●新入社員の育成
　入社から2年間を育成期間として、OJT（On the Job 
Training）に集合教育を織り交ぜた育成を行っています。
新入社員一人ひとりに対して「育成責任者」と実務指導
の「育成担当者」がそれぞれ選任され、細やかなフォロー
の下、業務知識やスキルの習得を促します。育成期間終
了直前の「ゲートチェック」では、今後のキャリアステッ
プについて上司や人事部と話し合う機会を設定してい
ます。

●次世代リーダーの育成（NSK経営大学）
　次世代の経営幹部を育成する1年間の教育プログラ
ム「NSK経営大学」（写真1）を実施しています。参加者は
職場より推薦され、経営陣によるケーススタディや講義
を含めた集合研修を通じて、必要な知識やスキルの習得

を図ります。また、NSK経営大学のメインプログラムで
ある答申活動では、NSKグループの経営課題と解決の
ための施策を経営陣に提案します。
　2007年度は、中堅社員対象の「マネジャーコース」、
部長管理職を対象とする「ゼネラルマネジャーコース」
にそれぞれ12名が参加しました。

●自主参加型研修（サタデービジネスカレッジ）
  「サタデービジネスカレッジ」（写真2）は、若手・中堅層
のビジネススキルの向上を目的とした自主参加型の研
修です。ビジネス会計、ビジネス文書、ロジカルシンキ
ングなど多種多様なテーマを設定しています。参加者か
らは、さまざまな部署の社員と交流できる場としても好
評を得ており、2007年度は延べ160名が参加しました。

●留学派遣・各種研修制度
　将来グローバルに活躍する人材や専門性の高い人材
を育成することを目的に、国内外の大学・大学院への留
学派遣制度、語学教育、職種ごとの専門別研修を実施
しています。1998年度から続いている英語研修NEST
（NSK English Self Training Course）では、ビジネス
英語の自己学習方法を学ぶことを目的に、延べ847名
が受講しました。また2008年度は、専門別研修として

従業員とともに
NSKグループは「企業の基本は人材である」と考えています。従業員が生きがいや働きがいを感じ
いきいきと仕事に取り組む環境を整備する。そして次のNSKグループを担う人材を育成することをめざします。

人材育成についての取り組み

2007年度の活動のポイント

教育・研修
プログラムの充実

正当な評価と
多角的なバックアップ

メンタルヘルス
対策の推進

セクハラ・パワハラ
研修の充実

NSK's  action1

新入社員研修
　2007年度にNSKグループの社員となり、新
入社員研修に参加しました。研修では、1916
年の設立から脈々と今に伝わるNSKの伝統
や、未来に向けての取り組みを
知ることができました。1日も
早く一人前の社員になれるよ
う、これからもまい進したいと
思います。

藤沢工場 総務労働課

会沢 聡

1 2 3 4

1

http://www.jp.nsk.com/jp/csr/society/H P※ NSKの人材育成制度図については、ホームページをご覧ください。27 2827 28



NSK's  action2

NSKモノつくりセンターの研修に参加
　モノづくりの技能向上をめざし、技能や技術を継続的に伝えていくこと
を目的として、2005年に「NSKモノつくりセンター」が設立されました。わ
たしは、保全専門コースの第9期生として研修に参加しました。3カ月間
におよぶコースは、座学と実技を交えて進み、熱心な講
師の指導はNSKグループでモノづくりに携わることの
誇りを奮い立たせてくれるものでした。また、全国の工
場から集まった研修生との友情も大きな財産となり、セ
ンターでの経験は現在の仕事にも活かされています。

部門ごとのプログラムをますます充実させていく予定
です。

●NSKインスティテュート・オブ・テクノロジーの設立
　NSKグループのグローバルな事業展開に対応し、お
客様のさまざまな技術的要求に応えることのできる人材
を育成することが急務になっています。NSKインスティ
テュート・オブ・テクノロジー（NIT）は、この要求に応え
るため、グローバルで同一の教育を行うことのできる体
系的な仕組みをつくり、技術のみならず製品の品質・生
産・コストなども含めた総合的な技術教育を行う場とし
て2008年度より本格的にスタートします。

石部工場 第二工作課 第一係212班

櫻田 和也

2008年度の課題

仕事と育児の両立支援 教育・研修
プログラムの拡大

障がい者雇用
特例子会社の設立

人事評価についての取り組み
　NSKグループの人事制度は、従業員の成果とその成
果を生み出すプロセスを正当に評価し、前向きにチャレ
ンジする人材を多角的にバックアップすることを基本と
しています。

●相互確認制度
　会社の目標と社員個人の目標の方向を合わせ、企業活
動を効果的に行うため、「相互確認制度」を導入していま

す。業務目標設定から中間確認、成果の確認までを定期
的な上司との面談で決定し、双方向のコミュニケーショ
ンを土台とした評価に対する透明性と人材育成をめざ
しています。（表1）

●自己申告制度
　NSKグループでは、社員が能力を最大限発揮できる
よう「自己申告制度」を導入しています。年に1度、人事
部に直接「自己申告書」を提出し、現在の職場環境の問題
点や将来希望する部署や業務、会社に知らせるべき個人
の事情などを報告する機会を設けています。希望者には
面接も行っており、2007年度は172名に対して実施し
ました。

●社内公募制度
　社員の主体的なキャリア開発を支援すると同時に、社
内の活性化を図る制度として「社内公募制度」を導入し
ています。人事部を通じて公募の条件や人数などが公示
され、応募者は人事部に対して直接申し込むことができ
ます。自分の希望する仕事に主体的かつ積極的にチャレ
ンジできる制度です。

アンケート対象者 3,522名

アンケート回収率 94%

上司からのフィードバック実施率 96%

フィードバック内容の満足度 79%

2007年度 相互確認制度アンケート結果表1

（管理職を除く）

2
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Aシニア（元組合員） 115名

Mシニア（元管理職） 23名

その他（嘱託など） 78名

合計 216名

2005年度 2006年度 2007年度

不休災害 26件 20件 25件

休業災害 3件 6件 6件

合計 29件 26件 31件

　NSKグループでは、従業員を代表して、単一の組織
である「日本精工労働組合」を結成しています。労使協
議は、全社で開催する労使会議（中央経営協議会）を定
例として年３回、また、事業所単位で開催する労使会議
（単位経営協議会）を月１回必ず実施しています。これら
の労使会議は、労働条件の改善や会社の経営施策、日
常の企業活動など、さまざまな内容について意見交換
を行い、労使コミュニケーションの活性化を図ってい 
ます。

労使・労働環境への取り組み

　NSKグループでは、「社員一人ひとりの個性と可能性
を尊重する」という経営姿勢の下、幅広い人材がいきい
きと活躍できる仕組みづくりを行っています。

●高齢者再雇用制度
　2001年4月より労働組合員を対象とした「再雇用制
度（Aシニア）」を導入し、60歳を超え定年を迎えた従業

ダイバーシティと
機会均等への取り組み

安全衛生・ヘルスケアへの
取り組み

3

　NSKグループでは、従業員が心身ともに健やかで、存
分に力を発揮できる環境をつくるため、職場の安全確
保、従業員の積極的な健康増進に取り組んでいます。モ
ノづくりの職場の原点である職場の安全衛生を確保す
るため、「NSK中央安全衛生協議会」が中心となり、全
員参加で安全第一の職場づくりをめざしています。（表2）
　また、管理職を対象としたメンタルヘルス教育を実施
し、管理職が職場全体のメンタルケアを行えるよう指導
しています。

人権への取り組み4

　NSKグループでは、誰もが安心して働ける職場環境
をつくるため、新入社員から経営陣まですべての階層で
人権に関する教育を行っています。
　主に経営陣・管理職を対象としたセクシャル・ハラス
メントやパワー・ハラスメントの教育は、ハラスメント
が重大な人権侵害行為となりうるという認識を高め、未
然防止に努めています。2007年度は、567名が研修を
受けました。
　また、万が一、こうした事態が発生した場合、被害者
が安心して相談できる窓口も開設しています。この窓口
では、プライバシー保護と秘密主義を前提に、被害者が
望む場合には関係者への調査を速やかに実施し、事実が
確認されれば被害者の合意の下で適切な対策が講じら
れる仕組みが整っています。

平均勤続年数 18年

平均年齢 40歳

従業員女性比率 5.49％

育児休業取得率
【育児休業取得者÷
（育児休業取得者＋妊娠／出産理由の退職者）】

64％

高齢者（60歳以上）の就労人数表3

社員関連データ表4業務上災害発生件数表2

（2008年3月末現在）

（2008年3月末現在）

（2008年3月末現在）※ 2007年度より派遣社員の災害件数も含んでいます。
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（写真3） フリートーク

（写真4） 
両立支援ガイドブック

「従業員とともに」における
報告は、国内の
主要なグループ会社を
対象としています。

NSK's  action3

フリートークに参加して
　ダイバーシティ推進チーム主催のフリートークに参加しまし
た。長く働き続けるために会社に何を望むか、どんなことを
改善できるかなど、女性の視点からさまざまな意見が出され
ました。会社には、育児休暇などの各種サ
ポート制度が整っていることを知りました。
今後、男女を問わず制度を活用できる人
が増えていくためにも、本人を含めた職
場全体の理解と協力が大切だと改めて
認識しました。

IR・CSR室

東 加代子

●ダイバーシティ推進チームの活動
　NSKは、2006年に「ダイバーシティ推進チーム」を設
立しました。2007年度には、仕事と育児の両立を支援
する環境整備や制度の見直しに向け、社内アンケートや
ベンチマークをもとに、さまざまな活動を行いました。
● 育児休業者支援プログラム
　仕事と育児が両立できる環境を充実させ、育児休業者
のスムーズな職場復帰と豊かな育児生活を支援するプ
ログラム「armo［アルモ］」を導入しました。
　育児休業中の社員は、インターネットを通じて必要な
育児情報や職場復帰のためのスキルを自宅にいながら
得ることができます。また、育児休業経験者である「先輩
社員」が「armo［アルモ］」社内掲示板のコミュニケーショ

員に雇用の場を提供してきました。また、2006年の改
正高年齢者雇用安定法の施行に伴い、新たに管理職向
けの「再雇用制度（Mシニア）」を導入しました。職務・職
場は会社からの提案で本人の希望とマッチングを図り、
NSKグループで培った豊富なキャリアや高度な技量を
発揮していただく場を提供しています。（表3）

●障がい者雇用制度
　NSKグループは、働く意思と能力を有する障がい者
の雇用を創出し、職業的自立と社会参加の場を提供する
ことは企業の大切な社会的責任と考えています。2008
年度には、新たな取り組みとして障がい者雇用特例子会
社を設立し、さらに障がい者の雇用を促進していきます。

ンに加わり、育児に関するアドバイスを行うなど、新し
い社内ネットワークを形成しつつあります。
● フリートークと両立支援ガイドブック
　仕事と育児の両立に関する社内アンケートの他、働く
環境について女性社員と本音で話し合うフリートーク
（写真3）を実施しました。これらを通じて得た意見をもと
に、両立支援ガイドブック（写真4）を作成しました。仕事
と育児を両立するための支援制度をはじめ、上司として
必要な配慮やアドバイスも掲載し、仕事と育児の両立に
ついてより理解を深められる内容となっています。
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地域社会とともに
NSKグループは、良き企業市民として「地域に根ざした企業活動」を心掛け、
地域社会の発展に向け、ニーズを的確に把握しさまざまな活動を行っています。

2007年度の活動のポイント 2008年度の課題

子どもたちの健康・
安全に貢献

地域の
環境保全に貢献 地域社会の発展に貢献

かったことをきっかけに、小児がん研究の財団をつくりチャ
リティーを始めました。未来ある若い命が病気によって失わ
れるのは悲しいことです。なんとか力になりたいと思い、会
社とともに活動をサポートしています。

（インダストリー・セグメント マネジャー　デビッド・ステイプルズ）

子どもたちの安全を守る
　NSK石部工場では、15年ほど前から安全活動の一環
として近隣小学校の登下校時に交通安全の旗を持ち、児
童の安全を守る活動（写真1）を続けています。この活動
は、派遣社員も含め全員参加で順番に担当しています。

病気の子どもたちのために
　NSKカナダ社では、過去2年間、SickKids（病気
の子ども）財団主催のチャリティーバレーボール大
会（写真2）に参加し、同大会のスポンサーも務めてい 
ます。

このバレーボール大会は、小児がんの研究費用を集めるた
めの活動です。わたしの知人が、自分の子どもががんにか

地域医療への貢献
　NSKベアリング・ポーランド社があるキェルツェ市で
は、輸血用の血液が常に不足しています。そこでボラン
ティアの献血クラブをつくり、活動をサポートしていま
す。会社で献血キャンペーンを実施したり（写真3）、献血
活動に貢献した従業員に賞を贈呈したりとさまざまな活
動を行い、地域の医療を支えています。

川をきれいに
　2007年12月、NSKマイクロプレシジョン（M）社は、
会社から30キロメートルほど離れた場所にある川の清
掃活動（写真4）を行いました。この川の水は、住民の飲料
水として利用されています。当日は20名ほどの従業員
がボランティアとして集まり、約4時間かけて川を清掃
しました。今回の活動は、会社の「安全衛生環境委員会」
が企画したもので、今後もこのような活動を通じて、地
域環境の改善に貢献していきたいと考えています。

朝が早く、特に冬場は寒くて本当にたいへんです。それでも
地域に貢献できればと思い、積極的に参加を続けています。

（管理課　村瀬 香織）

子どもたちと触れ合うことで、わたしも元気になれます。朝は
特に車が混み合い危険なので、今後も継続して参加し子ど
もたちを見守っていきたいです。（生産技術課　松下 和幸）

参加者の声

参加者の声

1 2

（写真2）  チャリティーバレーボール大会に 
参加した従業員 
（後列中央がデビッド・ステイプルズ）

（写真1）  雨の中、旗を持つ従業員と
登校中の子どもたち

（写真3）  地域医療に貢献するため、
献血キャンペーンを実施

（写真4） 川の清掃活動をする従業員

日本1

カナダ1

ポーランド

マレーシア2
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次世代とともに
今の世代の発展に貢献するとともに、常に次の世代のことを視野に入れながら事業活動を行い、
次世代への教育・文化面での支援にも力を注いでいきます。

2007年度の活動のポイント 2008年度の課題

子ども科学教室の
実施

大学教育の
サポート

子ども科学教室を
他の地域へ展開

子ども科学教室を実施
　子どもたちに科学の楽しさを知ってもらおうと、
2006年度から摩擦を体感する「子ども科学教室」を実施
しています。2007年度は、今までとは違う子ども科学
教室をNSK藤沢工場と科学技術館（東京都千代田区）で
開催しました（写真1）。「鎌倉の大仏を引っ張るには何人
の子どもが必要でしょう？」という問いに対し、実際に
NSKの研究室で使われている計測機器を使い、数々の
実験をこなしながら答えを導き出しました。

ロボット大会出場の地元高校生チームを支援
　NSKプレシジョン・アメリカ社は、北米・南米各国か
ら4万人近くが集まる「FIRSTロボット大会」に出場する
高校生の支援を行いました（写真2）。これは、大会に参加
する地元高校生チームからの要請がきっかけとなった
活動で、ロボットに使用するリニアガイドの選定および
寄付を行いました。

わたしは実際に高校を訪問し、ロボットを組み立てる様子を
見学しました。この活動に参加して得られる科学と技術のス
キルは、今後彼らの大きな財産になるだろうと思います。

（プロダクト・エンジニアリング マネジャー　マイルス・ライリー）

大学での寄付講座
　NSKラテンアメリカ社は、コロンビアの首都ボゴタに
あるコロンビア工業大学で、軸受に関する知識習得を目
的とした寄付講座（写真3）を開催しています。学生だけ
でなく教師や代理店の方も参加するこの講座に、社員を
講師として派遣し、資材や機器も提供しています。この
活動を通じ、コロンビアの機械産業の発展に貢献してい 
ます。

大学で軸受技術セミナーを開催
　近年、経済発展が注目されるベトナムは、30歳以上
の中堅エンジニアや教師が少ない上、相次ぐ外資系製造
業の進出でエンジニアが慢性的に不足しており、今後の
産業発展のため、その育成が急務となっています。
　NSKベトナム社はその一助となるべく、メコンデルタ
地域の中心的大学であるカントー大学をはじめ、技術系
教師やエンジニアを多く輩出するホーチミン市技術師
範大学で軸受についてのセミナー（写真4）を開催してい
ます。この活動により、ベトナム社会の発展はもちろん
NSKベトナム社も成長し、ベトナムとともに末永く歩ん
でいきたいと願っています。

1 2

日本1

アメリカ

コロンビア2

ベトナム2

参加者の声

（写真2）  ロボット大会に出場する生徒たちとロボット
（中央がマイルス・ライリー）

（写真1）  大人が乗った台を
引っ張り、実証実験

（写真3）  軸受の組み立て実習をする学生たち （写真4） 実物の軸受を手にする学生たち
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株主・投資家とともに
NSKグループは、さまざまな経営情報を迅速かつ公平に公開するとともに、
安定的な利益還元に努め、株主・投資家の皆さまの期待に応える企業であり続けたいと考えています。

2007年度の活動のポイント 2008年度の課題
説明会など
IRイベントの
定期的な開催

IR発行物の
充実 IRイベントの充実 ホームページなど

IRツールの改善

　企業の業績や中長期的な戦略、また社会的責任に関す
る情報など幅広い経営情報の開示が株主・投資家の皆さ
まから求められています。NSKグループはIR※1担当部
署を設置し、IRイベントやツールを通じて経営情報の適
時適切な公開に努めています。
※1  Investor Relationsの略。企業が株主や投資家に対して、投資判断に必要な

情報を適時、公平に継続して提供する活動のこと。

IRイベント
　国内では、決算説明会や中期経営計画の説明会を開催
しています。また海外でも、株主や機関投資家の皆さま
を定期的に訪問し、会社の方針や中長期的な戦略などに
ついてディスカッションを行っています。その他、少人数
でのミーティングや事業説明会など、当社事業への理解
をより深めていただくためのイベントを開催しています。

情報ツール
　NSKグループでは、アニュアルレポートを発行し、当
期業績をはじめ事業内容や中期経営計画の進捗、研究開
発活動やCSRに関する企業の取り組みを紹介していま
す。当期はアンケートを実施し、皆さまから貴重なご意

見をいただきました。今後もより充実した、分かりやす
いレポートの作成をめざします。また、NSKグループ報
告書（事業報告書）を半期に一度株主の皆さまへ送付し、
当期の概況や取り組み・経営戦略を説明しています。各
レポートやその他財務情報、決算説明会資料などのIR情
報は、ホームページにも掲載し、タイムリーな情報公開
に努めています。

株主・投資家とのコミュニケーション

配当方針

　NSKは株主の皆さまに対する利益還元を重要な経営
方針の一つとしています。配当については、安定的な配
当を継続的に実施していくことを基本とし、連結ベース
での配当性向や業績水準などを勘案して決定していま
す。2008年3月期の配当は、1株あたり年19円です。

SRI※2について

　2007年度も国内外の代表的なSRIインデックスの組み
入れ銘柄に選定された他、企業年金連合会のコーポレー
ト・ガバナンスファンドにも組み入れられています。
※2  Socially Responsible Investment (社会的責任投資)の略。「社会」や「環境」
への取り組みを評価し、その責任を果たす企業に投資するという考え方および
手法。

2

株主所有者別分布状況（所有株式数）図1

金融機関
49.6％

証券会社
 2.2％

その他の
国内法人
9.4％

外国人
25.7％

（2008年3月末現在）

Dow Jones Sustainability Indexes
http://www.sustainability-indexes.com

FTSE4Good Global Index
http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp

Ethibel Sustainability Indexes
http://www.ethibel.org/index.html

モーニングスター社会的責任投資株価指数
http://www.morningstar.co.jp/sri/index.htm

SRI組み入れ状況図2

（2008年3月末現在）

http://www.jp.nsk.com/jp/ir/H P※ このページの詳細は、ホームページをご覧ください。

1

2

　NSKグループは、
2008年1月、ダボス
会議で発表された
「世界の持続可能
な企業トップ100」
（Global 100 Most 
Sustainable Cor-
porations）に選ばれ
ました。2006年以来、
2度目の選出となり
ます。
●評価機関：Corporate Knights社
（カナダ）、Innovest Strategic Value 
Advisiors社（米国）

2008年1月、2度目の
「世界の持続可能な企業
トップ100」に選ばれました

1

個人・
その他
13.1％
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MOTION & CONTROLで、環境にやさしく

社内外の皆さまとともに、
環境負荷低減への取り組みを推進します

環境とNSK

役員ごあいさつ

取締役 執行役専務
地球環境保全委員会委員長

地球環境への負荷を低減させるために、製品はもちろんのこと、製
造工程や物流においても、わたしたちはさまざまな取り組みを行っ
ています。ここでは、環境に対する考え方、環境マネジメントの体
制・仕組みと取り組みの成果について報告します。

本文中、　　 マークのある項目では、「2007年度の活動のポイント」を
具体的に説明しています。

　最近の環境に関する皆さまの最大の関心事は、温
暖化をいかに防止するか、ではないかと思います。
NSKグループが製造・販売する転がり軸受、自動車
部品、精機製品は、摩擦低減はもちろんのこと、小型
軽量化によりさまざまな機械や設備のエネルギーロ
ス削減に貢献しています。クリーンエネルギーを供
給する風車にも、低燃費のハイブリッド車にも、我々
の製品が使われており、今後もNSK製品が温暖化防
止に果たす役割はますます大きくなるものと自負し
ています。
　2007年度は、これらの高性能製品の開発をさらに
加速するため、「環境商品部会」を再構築し、製品の
環境効率を「見える化」する活動を開始しました。また
今までは、製品の寿命を延ばすことで省資源に貢献
してきましたが、開発から廃棄までのすべての段階で
の省資源への取り組みを強化するため、技術部門と
製造部門とが連携した「省資源部会」を設立しました。

　近年の好調な経済に支えられ、NSKグループの生
産量は順調に伸びています。今まで製造部門は、生
産高あたりのCO2排出量の削減を目標にして取り組
んできましたが、今後は生産量が増えてもCO2を増
やさないことをめざします。そのために、計画的に省
エネルギー型機器の導入に投資するなど、全社を挙
げて活動を強化します。
　また、世界各地で積極的に事業を展開するNSKグ
ループは、各国の事業所が行う環境マネジメント活
動のレベルをより高いレベルに導くため、2007年6
月に「環境管理部」を「総合環境部」へと改組しました。
総合環境部では、製品の化学物質管理も取り込み、
名実ともに総合的な活動を行っています。
　NSKグループは、今後も人類の豊かな社会と産業
の発展、地球環境の保全に貢献するため、着実にた
ゆみない努力を続けていきます。
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環境マネジメント体制
環境負荷を低減し社会の持続的発展に貢献するため、さまざまな取り組みを実施しています。
ここでは、環境マネジメントを推進する仕組みと自主行動計画の進捗状況を報告します。

　NSKグループでは、企業理念に定める『地球環境の保
全』をすべての事業活動に反映させるための取り組み方
針を明確にしています。「NSK環境方針」は、環境と調和
する製品とその技術、さらに環境に配慮した生産の追求

を掲げ、グローバル企業として地球環境の保全に貢献し
ていくことを明確にしています。また、環境方針をNSK
グループ全組織と全従業員に浸透させるため「環境行動
指針」を作成し、自覚を持った行動を促しています。

我々は、環境問題への取り組みが我々の存在と活動に必須の要件と認識し、自主的、積極的に行動します。

総合的な取り組み
トライボロジー（摩擦制御技術）など、環境と調和する技術と環境にやさしい生産の追求のため、
社内の各部門の力を合わせて、人と地球の共生をはかります。

環境負荷の低減
環境マネジメントシステムを構築し、またその継続的改善を行い、法規制の遵守、
環境汚染の未然防止と環境負荷の低減に努めます。

社会への貢献
グローバルな良き企業市民として、進出国、進出地域社会の発展に寄与し、
環境と調和した豊かな社会の実現に貢献します。

環境管理の組織・運営制度を整備し、責任所在の明確化をはかります。

環境負荷低減型の商品づくりと技術開発を行います。

環境関連の法律、条例、協定などを遵守し、さらに自主基準を定めて一層の環境保全に取り組みます。

省資源、省エネルギー、廃棄物の削減・リサイクルに企業活動の全ての領域で取り組みます。

オゾン層破壊物質、有害化学物質など環境に負荷を与える物質は、
可能な限り代替技術・代替物質への転換をはかります。

環境所轄当局および地域社会と建設的な意志の疎通をはかるべく努めます。

環境に関する社会活動により、社会に貢献します。

環境教育、社内広報活動などを実施し、全社員の環境方針の理解と、環境に関する意識の向上をはかります。

環境管理の実施状況は必要に応じて公開します。

制定 1997年12月12日／改定 2002年6月27日

環境方針

NSK環境方針

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

環境行動指針
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●NSKグループの環境マネジメント体制
　NSKグループの環境マネジメントは、役員で構成され
る「地球環境保全委員会」を最高の意思決定機関とし、「総
合環境部」と複数の専門部会で運営されています。（図1）
　2007年6月に、グローバルな環境マネジメントと製
品に含有される化学物質の管理をより一層推進するた
め、「環境管理部」を「総合環境部」に改組し、その中に「環
境管理室」と「化学物質管理室」を新たに設置しました。
事業所の廃棄物管理や地球温暖化対策は「環境管理室」
が、製品の化学物質管理やグリーン調達は「化学物質管
理室」が取り組んでいきます。

環境マネジメント体制
●内部監査・外部監査
　環境マネジメントが確実に行われていることを検証
し、継続的にレベルアップを図るため、内部監査に加え、
審査登録機関による外部監査を実施しています。2007
年度の監査では、重大な指摘事項はありませんでした。

●環境情報収集システム
　環境関連の業務のIT化を進めました。2006年度に「環
境情報共有システム」と「化学物質管理システム」「廃棄物
等管理システム」を導入し、法遵守の徹底や情報管理の
レベルアップを図りました。「環境情報共有システム」に
よってエネルギー使用量、大気や水質の測定結果などの
工場情報を全社レベルで収集・一元管理し、事業所にお
いて発生する環境負荷の低減に努めています。また、「化
学物質管理システム」によって、部品、素材など購入品の
化学組成をお取引先よりご提供いただき、環境負荷物質
を使用していない製品の開発・製造を推進しています。

●製品の環境負荷物質削減への取り組み
　NSKグループでは、製品に含有される環境負荷物質
を品質の一つと考え、その削減と管理に継続的に取り組
んできました。2008年度は、このような活動を促進す
るため、事業所ごとに「製品化学物質委員会」を新設しま
した。この製品化学物質委員会および既存の環境管理委
員会、総合環境部などが連携し、環境負荷物質に対して
高度できめ細やかな対応を可能にする全社的な管理体
制を実現しています。

NSKグループの環境マネジメント体制図1

各専門部会とその使命表1

専門部会 使命（方針決定と進捗確認）

環境管理責任者会議 生産拠点での環境マネジメント統括、
各部会活動の具体化、環境リスク低減活動の推進

エネルギー部会 省エネルギー活動の方針決定と進捗確認、
温暖化ガスの削減

廃棄物部会 3R（リデュース・リユース・リサイクル）と
適正処理の推進

製造化学物質部会 製造工程で使用する環境負荷物質の削減

環境商品部会 省エネルギー・省資源などに貢献する
製品開発・設計の推進

省資源部会 資材・副資材の効率的利用による使用量削減

物流部会 輸送時のエネルギーの把握と削減推進

グリーンオフィス部会 管理、販売部門での環境保全活動の推進
（廃棄物の3R推進、グリーン購入など）

社 長

生産部門部会
エネルギー、廃棄物、製造化学物質

地球環境保全委員会

国内工場 技術開発部門 地域別支配人、
海外工場 営業販売部門

開発部門部会
環境商品、省資源

管理部門部会
物流、グリーンオフィス

総合環境部
環境管理室 化学物質管理室

環境担当役員（委員長）

本社管理部門

工場長、関連会社役員：環境管理総括責任者、製品化学物質総括責任者

内部環境監査員

製品化学物質委員会

設計担当者 環境担当者

製品化学物質責任者 環境管理責任者

工場担当者

環境管理委員会 エネルギー部会
廃棄物部会
化学物質部会
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　NSKグループでは、2010年度を目標年とする第三次
環境自主行動計画（表2）に沿って活動しています。2007
年度はすべての目標を達成することができました。環境
負荷物質の削減では、「化学物質管理システム」の運用
をとおして、環境配慮設計とグリーン調達のレベルアッ

項 目 2010年度目標 2007年度目標 2007年度実績 評 価 2008年度目標

環境マネジメント

ISO14001の維持 ISO14001の全対象事業所取得維持 ISO14001の全対象事業所取得維持 ○ ISO14001の全対象事業所取得維持

環境教育の充実 ・廃棄物管理教育（内容拡大）実施
・NSKモノつくりセンター教育継続

・「廃棄物管理強化セミナー」実施（受講者：33名）
・NSKモノつくりセンター教育実施（6回、61名）
・e-ラーニング実施（受講者：7,061名） 、新入社員教育実施（受講者：164名）

○ NSKモノつくりセンター教育継続

製品化学物質管理体制の構築 製品化学物質管理の社内体制の構築 11工場完了
お客様3社の化学物質管理についての認証取得 ○ 製品化学物質委員会の設立

法遵守・環境リスク対策
法規制の遵守 法規制の遵守 法令違反0件 ○ 法規制の遵守
油などの流出事故発生"0" 油などの流出事故発生"0" 油などの流出事故発生"0" ○ 油などの流出事故発生"0"

開発・設計
環境貢献型製品・環境保全型技術の創出 環境貢献型製品・環境保全型技術の創出 21件創出 ○ ・環境貢献型製品・環境保全型技術の創出

・環境効率指標の制定

環境負荷物質の削減 環境負荷物質の削減 ELV指令への対応完了 ○ ・自動車、電機向け製品の分析データ100％取得
・REACH規則　 の予備登録実施

調達

・「グリーン調達システム」による化学物質管理体制の構築
・グリーン調達の推進と基準書の最新版管理
・副資材のグリーン調達の実施

「グリーン調達システム」の運用拡大とデータの充実 ・「グリーン調達システム」の運用開始
・「グリーン調達システム」のユーザ登録数292社 ○

・「グリーン調達システム」の運用拡大とデータの充実
・グリーン調達基準書の改定（第5版）
・副資材のグリーン調達の実施

対象製品のグリーン購入比率90％以上 対象製品のグリーン購入比率90%以上 対象製品のグリーン購入比率96.3% ○ 対象製品のグリーン購入比率90%以上

製
造

地球温暖化対策
・ CO2排出原単位（付加価値生産高あたりのCO2排出量）を、 
1999年度から年率1%低減
・2012年度のCO2排出量を、2006年度実績以下にする

1999年度比CO2排出原単位7.7%削減 1999年度比CO2排出原単位14.3%削減 ○ 1999年度比CO2排出原単位8.6%削減

廃棄物・リサイクル対策
ゼロエミッションの維持 ゼロエミッションの維持 ゼロエミッションの維持 ○ ゼロエミッションの維持
廃棄物等のリサイクル率98%以上 廃棄物等のリサイクル率96%以上 廃棄物等のリサイクル率 96.6% ○ 廃棄物等のリサイクル率97%以上

環境負荷物質対策
PRTR法対象製品の購入品目数を2000年度比70%削減 PRTR法対象製品の購入品目数を2000年度比60%削減 66%削減 ○ PRTR法対象製品の購入品目数を2000年度比69%削減

塩素系添加剤を含む加工油剤の購入品目数を
2000年度比85%削減

塩素系添加剤を含む加工油剤の購入品目数を
2000年度比77%削減 78%削減 ○ 塩素系添加剤を含む加工油剤の購入品目数を

2000年度比79％削減

物流
物流のエネルギー消費原単位を年率1%低減 2006年度比エネルギー消費原単位1%削減 3%削減 ○ 2006年度比物流のエネルギー消費原単位2%削減
環境対応型包装への切り替え推進 環境対応型包装への切り替え推進 対象製品の50%を切り替え ○ 木製パレット購入量を2004年度比で30％削減

グリーンオフィス活動 環境保全活動の推進 「環境情報共有システム」の運用開始 技術開発センター（藤沢・前橋）で運用開始 ○ 本社、事務所（4拠点）のCO2排出量把握

項 目 2010年度目標（自主行動計画） 2007年度目標 2007年度実績 評 価 2008年度目標（自主行動計画）

環境マネジメント

33事業所（海外生産拠点数、2008年3月末現在）で
ISO14001の認証取得 2事業所でISO14001の認証取得 4事業所で取得し29事業所に拡大 ○ 1事業所でISO14001の認証取得

製品化学物質管理体制の構築 社内体制の構築 ・2工場完了
・お客様1社の化学物質管理についての認証取得 ○ 製品化学物質管理体制の構築（中国・アセアン）

法遵守・環境リスク対策
法規制の遵守 法規制の遵守 法規制違反"0" ○ ・法規制の遵守

・REACH規制の予備登録実施

油などの流出事故発生"0" 油などの流出事故発生"0" 油などの流出事故発生"0" ○ 油などの流出事故発生"0"

調達 グリーン調達の推進 「グリーン調達システム」のグローバル版検討 「グリーン調達システム」のグローバル版の導入決定 ○ ・「グリーン調達システム」のグローバル版導入
・グリーン調達説明会の開催（中国・アセアン）

製
造

地球温暖化対策 CO2排出原単位を、
ISO14001の認証取得年度から年率1%低減 28事業所でエネルギー使用量のデータ把握 29事業所でデータ把握 ○ 30事業所のエネルギー使用量把握

廃棄物・リサイクル対策 廃棄物等のリサイクル率90%以上 28事業所で廃棄物量のデータ把握 29事業所でデータ把握 ○ 30事業所の廃棄物量の把握
環境負荷物質対策 塩素系添加剤を含む加工油剤の削減推進 データ把握 7事業所でデータ把握 ○ 塩素系添加剤を含む加工油剤の品目数を2006年度比20％削減

第三次環境自主行動計画の進捗状況

●現在の取り組み状況に合わせ、2010年度目標を一部強化しました。第三次環境自主行動計画（対象範囲：NSKおよび国内のグループ会社）表2

環境ガイドライン（対象範囲：海外のグループ会社）表3

プを図っています。また、廃棄物・リサイクル対策では、
実務者のスキルアップを目的とした研修を行いました。
海外のグループ会社では、環境ガイドライン（表3）に沿っ
て取り組みを進めていくよう、データの把握を行ってい
ます。2008年度から、このガイドラインを環境自主行
動計画とし活動を強化します。今後も目標達成に向け、
地道に活動を継続していきます。

※1 社団法人 日本経済団体連合会の環境自主行動計画の算定基準に準拠。
※2 EUが新しくつくった、化学物質に関する登録・評価・認可および制限に関する規則。2007年6月1日発行。

※1
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項 目 2010年度目標 2007年度目標 2007年度実績 評 価 2008年度目標

環境マネジメント

ISO14001の維持 ISO14001の全対象事業所取得維持 ISO14001の全対象事業所取得維持 ○ ISO14001の全対象事業所取得維持

環境教育の充実 ・廃棄物管理教育（内容拡大）実施
・NSKモノつくりセンター教育継続

・「廃棄物管理強化セミナー」実施（受講者：33名）
・NSKモノつくりセンター教育実施（6回、61名）
・e-ラーニング実施（受講者：7,061名） 、新入社員教育実施（受講者：164名）

○ NSKモノつくりセンター教育継続

製品化学物質管理体制の構築 製品化学物質管理の社内体制の構築 11工場完了
お客様3社の化学物質管理についての認証取得 ○ 製品化学物質委員会の設立

法遵守・環境リスク対策
法規制の遵守 法規制の遵守 法令違反0件 ○ 法規制の遵守
油などの流出事故発生"0" 油などの流出事故発生"0" 油などの流出事故発生"0" ○ 油などの流出事故発生"0"

開発・設計
環境貢献型製品・環境保全型技術の創出 環境貢献型製品・環境保全型技術の創出 21件創出 ○ ・環境貢献型製品・環境保全型技術の創出

・環境効率指標の制定

環境負荷物質の削減 環境負荷物質の削減 ELV指令への対応完了 ○ ・自動車、電機向け製品の分析データ100％取得
・REACH規則　 の予備登録実施

調達

・「グリーン調達システム」による化学物質管理体制の構築
・グリーン調達の推進と基準書の最新版管理
・副資材のグリーン調達の実施

「グリーン調達システム」の運用拡大とデータの充実 ・「グリーン調達システム」の運用開始
・「グリーン調達システム」のユーザ登録数292社 ○

・「グリーン調達システム」の運用拡大とデータの充実
・グリーン調達基準書の改定（第5版）
・副資材のグリーン調達の実施

対象製品のグリーン購入比率90％以上 対象製品のグリーン購入比率90%以上 対象製品のグリーン購入比率96.3% ○ 対象製品のグリーン購入比率90%以上

製
造

地球温暖化対策
・ CO2排出原単位（付加価値生産高あたりのCO2排出量）を、
1999年度から年率1%低減
・2012年度のCO2排出量を、2006年度実績以下にする

1999年度比CO2排出原単位7.7%削減 1999年度比CO2排出原単位14.3%削減 ○ 1999年度比CO2排出原単位8.6%削減

廃棄物・リサイクル対策
ゼロエミッションの維持 ゼロエミッションの維持 ゼロエミッションの維持 ○ ゼロエミッションの維持
廃棄物等のリサイクル率98%以上 廃棄物等のリサイクル率96%以上 廃棄物等のリサイクル率 96.6% ○ 廃棄物等のリサイクル率97%以上

環境負荷物質対策
PRTR法対象製品の購入品目数を2000年度比70%削減 PRTR法対象製品の購入品目数を2000年度比60%削減 66%削減 ○ PRTR法対象製品の購入品目数を2000年度比69%削減

塩素系添加剤を含む加工油剤の購入品目数を
2000年度比85%削減

塩素系添加剤を含む加工油剤の購入品目数を
2000年度比77%削減 78%削減 ○ 塩素系添加剤を含む加工油剤の購入品目数を

2000年度比79％削減

物流
物流のエネルギー消費原単位を年率1%低減 2006年度比エネルギー消費原単位1%削減 3%削減 ○ 2006年度比物流のエネルギー消費原単位2%削減
環境対応型包装への切り替え推進 環境対応型包装への切り替え推進 対象製品の50%を切り替え ○ 木製パレット購入量を2004年度比で30％削減

グリーンオフィス活動 環境保全活動の推進 「環境情報共有システム」の運用開始 技術開発センター（藤沢・前橋）で運用開始 ○ 本社、事務所（4拠点）のCO2排出量把握

項 目 2010年度目標（自主行動計画） 2007年度目標 2007年度実績 評 価 2008年度目標（自主行動計画）

環境マネジメント

33事業所（海外生産拠点数、2008年3月末現在）で
ISO14001の認証取得 2事業所でISO14001の認証取得 4事業所で取得し29事業所に拡大 ○ 1事業所でISO14001の認証取得

製品化学物質管理体制の構築 社内体制の構築 ・2工場完了
・お客様1社の化学物質管理についての認証取得 ○ 製品化学物質管理体制の構築（中国・アセアン）

法遵守・環境リスク対策
法規制の遵守 法規制の遵守 法規制違反"0" ○ ・法規制の遵守

・REACH規制の予備登録実施

油などの流出事故発生"0" 油などの流出事故発生"0" 油などの流出事故発生"0" ○ 油などの流出事故発生"0"

調達 グリーン調達の推進 「グリーン調達システム」のグローバル版検討 「グリーン調達システム」のグローバル版の導入決定 ○ ・「グリーン調達システム」のグローバル版導入
・グリーン調達説明会の開催（中国・アセアン）

製
造

地球温暖化対策 CO2排出原単位を、
ISO14001の認証取得年度から年率1%低減 28事業所でエネルギー使用量のデータ把握 29事業所でデータ把握 ○ 30事業所のエネルギー使用量把握

廃棄物・リサイクル対策 廃棄物等のリサイクル率90%以上 28事業所で廃棄物量のデータ把握 29事業所でデータ把握 ○ 30事業所の廃棄物量の把握
環境負荷物質対策 塩素系添加剤を含む加工油剤の削減推進 データ把握 7事業所でデータ把握 ○ 塩素系添加剤を含む加工油剤の品目数を2006年度比20％削減

○達成　△一部達成　×進捗なし

※2
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　NSKグループでは、環境マネジメントシステムの国際
規格ISO14001に基づき、定期的に環境管理活動を検証
し継続的にレベルアップを図っています。持分比率50%
以上のグループ会社（製造・物流）、およびNSKブランド
製品を製造するグループ会社において、認証を取得する
方針です。

　国内では対象となる全21事業所が、2005年10月ま
でに認証取得を完了しています。また海外では、2007
年度に新たに4事業所が認証を取得し、29事業所が
取得済みです。稼働から間もない4事業所に関しても、
2010年度までに認証を取得する予定です。（表4）

ISO14001の認証取得状況

ISO14001の認証取得状況表4

日本

事業所名 取得時期

N
S
K

日本精工（株）藤沢工場／藤沢地区技術部 1999年 9月

日本精工（株）大津工場 1999年11月

日本精工（株）石部工場 1998年10月

日本精工（株）埼玉工場／
NSKプレシジョン（株）埼玉精機プラント 1998年 9月

日本精工（株）桐原事業所 1999年11月

グ
ル
ー
プ
会
社

NSK福島（株）／
NSKニードルベアリング（株）福島事業所

1998年 7月／
2005年10月

NSKステアリングシステムズ（株）総社プラント／
赤城プラント 1999年12月

NSKプレシジョン（株）前橋精機プラント／
前橋地区技術部 1999年12月

NSKマイクロプレシジョン（株）藤沢工場 2001年 6月

NSKマイクロプレシジョン（株）松川工場 2004年 4月

NSKニードルベアリング（株）高崎工場／
榛名工場

2004年 7月／
2001年 1月

日本精工九州（株） 2000年10月

旭精機（株） 2003年12月

（株）天辻鋼球製作所本社工場／滋賀工場 2001年 3月

AKS東日本（株） 2001年 9月

信和精工（株）新旭工場／朽木工場 2002年12月

NSKマシナリー（株） 2003年 3月

NSKロジスティックス（株）（本社、関東・中部・ 
関西・各ロジスティックスセンター） 2003年10月

NSKワーナー（株） 2001年 3月

千歳産業（株） 2003年11月

井上軸受工業（株） 2001年 2月

海外

地域 事業所名 取得時期

米
州

NSKコーポレーション社 クラリンダ工場 2002年 7月
NSKコーポレーション社 フランクリン工場 2002年11月
NSKコーポレーション社 リバティ工場 2007年 6月
NSKステアリングシステムズ・アメリカ社
ベニントン工場 2002年12月

NSKステアリングシステムズ・アメリカ社
ダイアーズバーグ工場

2009年度
取得予定

NSKプレシジョン・アメリカ社 2007年 1月
NSK-AKSプレシジョンボール社 2006年11月
NSKブラジル社 スザノ工場 2000年 1月

欧
州

NSKベアリング・ヨーロッパ社
ニューアーク工場 2006年 7月

NSKベアリング・ヨーロッパ社
ピータリー工場 1999年 2月

NSKステアリングシステムズ・ヨーロッパ社
ピータリー工場 2001年 9月

NSKプレシジョンUK社 2000年 5月
AKSプレシジョンボール・ヨーロッパ社 2006年11月
ノイベック社 ムンダーキンゲン工場 2001年 1月
NSKベアリング・ポーランド社
キェルツェ工場 2004年 8月

NSKニードルベアリング・ポーランド社 2009年度
取得予定

NSKステアリングシステムズ・
ヨーロッパ（ポーランド）社 2006年12月

AKSプレシジョンボール・ポーランド社 2005年 4月
ア
ジ
ア

NSKベアリング・インドネシア社 2000年 3月
AKSプレシジョンボール・インドネシア社 2005年 9月
NSKベアリング・
マニュファクチュアリング（タイ）社 2004年 6月

サイアムNSKステアリングシステムズ社 2000年11月
NSKマイクロプレシジョン（M）社 2002年 1月
ISCマイクロプレシジョン社 1999年12月
昆山恩斯克有限公司 2003年12月
常熟恩斯克軸承有限公司 2007年 3月
東莞恩斯克転向器有限公司 2007年 8月

張家港恩斯克精密機械有限公司 2008年度
取得予定

蘇州恩斯克軸承有限公司 2007年 9月
愛克斯精密鋼球（杭州）有限公司 2007年11月
NSK韓国社 昌原工場／
NSKニードルベアリング韓国社

1997年12月／
2006年 2月

ラニーNSKステアリングシステムズ社 2004年11月

NSK-ABC Bearings Ltd. 2010年度
取得予定

39 4039 40

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制



　NSKグループでは、環境保全活動にかかわるコスト
とその効果を定量的に把握・評価するためのツールとし
て、また皆さまに当社の活動をご理解いただくためのコ
ミュニケーションのツールとして、1999年度より環境
会計を導入し公開しています。
　2007年度の環境保全コスト（表5）は、投資合計額約

31億円、費用合計額約85億円でした。また、経済効果 
（表6）は約15億円となっています。環境保全コストの約
6割が環境貢献型製品および環境保全型技術などの研
究開発にかかわるもので、特に製品を通じての環境貢献
に力を注いでいます。

環境会計

対象期間／2007年4月～2008年3月
対象範囲／  表5：日本精工（株）の本社・工場・技術部門、NSK福島（株）、NSKステアリングシステムズ（株）、
NSKプレシジョン（株）、NSKロジスティックス（株）、NSKワーナー（株）、日本精工九州（株）、
NSKマシナリー（株）、井上軸受工業（株）　表6・7：NSKグループ国内全事業所
環境保全コストの集計基準
・ 環境省「環境会計ガイドライン2005年度版」に準拠し、投資・費用それぞれの金額を集計しています。
・ 減価償却費は、5年定額法により費用として計上（過去5年間の減価償却費を当期費用として計上）しています。
・ 複合コストは、環境目的の割合に応じて按分し計上しています。
・ グリーン購入の費用は、差額集計ではなく全額を集計しています。
環境保全効果の集計基準
・ 確実な根拠に基づいて算出される経済効果（貨幣単位）と環境対策により得た物量効果を計上しています。
・ みなし効果（リスク回避効果、利益寄与推定効果など）は対象外としています。

集計方法

項 目
対前年度比較

2006年度 2007年度

工場部門

CO2排出原単位 1.7％改善 0.6%改善
水使用量原単位 6.6%改善 0.3%改善
廃棄物埋め立て処分率 0.6%改善 　　±0%
廃棄物リサイクル率 1.4%改善 1.3%改善

物流部門 エネルギー消費原単位 ー 3.0%改善

環境保全の物量効果表7環境保全の経済効果表6

項 目
金額（百万円）

2006年度 2007年度
省エネルギー対策による効果 79.3 157.9
廃棄物の減量化対策による効果 41.1 44.3
廃棄物再資源化による有価物売却益※ 671.5 1,336.4

合 計 791.9 1,538.6

※ 関連会社などへの有価物売却による収入。

環境保全コスト表5

分 類
投資額 費用額

主な内容2006年度※ 2007年度 2006年度※ 2007年度
百万円 百万円 （%） 百万円 百万円 （%）

事
業
エ
リ
ア
内
コ
ス
ト

公害防止コスト 703.9 639.4 （20.8） 647.5 748.1 （8.8）

・集塵機、ばい煙除去装置などの保守・点検・維持管理
・脱臭装置など悪臭対策
・地下タンク・埋設配管などの改修・地上化
・環境影響設備の保守・点検・維持管理
・排水処理設備、廃液処理設備の保守・点検・維持管理

地球環境保全
コスト 602.6 523.6 （17.1） 368.9 463.2 （5.5）

・インバータ化、高効率機器への更新などの省エネルギー対策
・天然ガス化などのクリーンエネルギー化
・オゾン層破壊物質削減対策

資源循環コスト 20.3 93.7 （3.1） 740.0 861.3 （10.2）
・研削くずブリケット化設備の導入
・廃棄物リサイクル・減量化対策
・一般・産業廃棄物の処理・処分

小 計 1,326.8 1,256.7 （40.9） 1,756.4 2,072.6 （24.5）

上・下流コスト 0.0 0.5 （0.0） 260.6 201.5 （2.4） ・グリーン購入（低公害車､OA機器､紙､文房具､作業服など）
・梱包資材の環境負荷低減対策

管理活動コスト 66.6 90.3 （2.9） 592.9 653.8 （7.7）
・緑化工事
・ISO14001の維持・運用
・環境負荷の測定・分析

研究開発コスト 1,863.8 1,718.5 （56.0） 4,920.2 5,495.1 （64.8） ・新規開発製品に関する環境保全を主目的とした研究開発

社会活動コスト 1.0 1.2 （0.0） 51.6 48.4 （0.6）
・ 日本経団連自然保護基金、メカトロニクス技術高度化財団
などへの寄付、会費
・地域の環境保全活動への参加

環境損傷コスト 0.0 2.0 （0.1） 12.4 3.2 （0.0） ・浄化設備の維持管理

合 計 3,258.2 3,069.2 （100.0） 7,594.1 8,474.6 （100.0）

※ 対象範囲拡大により、2006年度の数値を見直しています。

※ 直接埋め立て処分量で算出しています。

※ ※

39 4039 40

MOTION & CONTROL 環境とNSK

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制



法遵守・環境リスク対策
環境関連の法律や条例はもとより、厳しい自主基準を定め法遵守を徹底しています。
危機管理マニュアルに基づいた教育や環境リスク監査などを行い、事故の未然防止に注力しています。

2007年度の活動のポイント 2008年度の課題
藤沢工場桐原棟に
最新の排水処理
設備を導入

データを
一元管理し
法遵守を徹底

地下タンクの
廃止を推進 緊急時の油漏洩対策

藤沢工場桐原棟に最新の排水処理設備を導入
　2008年2月に生産を開始した藤沢工場桐原棟では、
凝集沈殿と生物処理を組み合わせた最新の排水処理設
備（写真1）を導入し、排水を高度に処理し環境負荷を小さ
くしています。

法遵守 境リスク監査（写真2）を定期的に実施し、リスクの低減に
努めています。

●油漏洩事故の防止対策・緊急時の訓練
　地下タンクや埋設配管は目視による点検が難しく、油
漏れが発生するとすぐに土壌や地下水を汚染すること
から、定期的に気密試験を実施し事故防止を図っていま
す。2007年度に実施した71施設の試験では異常はあ
りませんでした。また地下タンクの廃止にも努め、2007
年度は8施設を廃止しました。
　さらに、油漏洩事故などの緊急事態を想定した訓練
を定期的に実施し、対応手順と連絡体制を確認していま
す。2007年度はグループ全体で141回の訓練を実施し
ました。

●土壌・地下水汚染の浄化
　NSKグループでは、2003年度までに塩素系有機溶剤
を全廃しました。しかし、1997年から実施した調査の結
果、5事業所で土壌や地下水の汚染が発見され、行政当
局に報告するとともに直ちに浄化を始め、現時点で1事
業所が完了し4事業所で継続しています。いずれの事業
所も定期的に監視を行い、敷地外への影響がないことを
確認しています。

1 2

（写真2） 専任スタッフによる環境リスク監査（写真1）  藤沢工場桐原棟に設置した 
最新の排水処理設備

●監査を実施し環境リスク低減
　各事業所ではISO14001に基づく内部監査と審査機
関による外部監査に加え、社内の専任スタッフによる環

大気・水質の監視データの一元管理
　ボイラーや熱処理施設などの排気ガスに含まれる大
気汚染物質や河川、下水道への排水に含まれる水質汚濁
物質を定期的に測定しています。2007年度の測定では、
すべての事業所が法律の定める基準値を満たしていまし
た。しかし一部の工場で自主基準値の超過があり、直ち
に原因を究明し対策を講じました。現在、「環境情報共
有システム」を活用して測定データをリアルタイムに確
認し、法遵守の徹底と異常の早期発見に努めています。

2

環境リスク対策

　NSKグループの事業所は主に工業地域に立地していま
すが、周辺の宅地化が進み、近隣の方からご指摘やお問い
合わせを受けることがあります。2007年度は、騒音と臭い
に関するお問い合わ
せが6件あり、設備
の改善や監視体制の
強化などを実施し、
他の事業所にも対策
を展開しました。

お問い合わせへの対応

※ 各工場の大気汚染物質、水質汚染物質測定結果については、ホームページをご覧ください。

1

近隣に配慮して吸音材を設置した窓

http://www.jp.nsk.com/jp/csr/data/H P41 4241 4241 42



（写真1）  「NSKグループニュース422号」
の紹介記事

教育の種類 受講人数 回数

①法規制などの遵守を徹底するための教育 1,473人 57回

②意識向上を図るための教育 15,829人 161回

③環境に関する資格認定を目的とした教育 128人 34回

④環境配慮設計、グリーン購入・調達に関する教育 1,102人 57回

環境教育
環境保全への取り組みを推進するためには、従業員一人ひとりの意識を高めることがより重要です。
NSKグループでは、従業員に対して継続的な環境教育や啓発活動を実施しています。

2007年度の活動のポイント 2008年度の課題

意識を高める
啓発活動の推進

知識を深める
階層別教育の実施 環境保全意識の高揚

　環境保全への取り組みをより深め、より実効性を上げ
ていくには、従業員一人ひとりの意識を高めながら、正
しい知識に基づいて取り組みを実践することが何より重
要です。NSKグループでは、従業員の意識を高める啓発
活動と知識を深める階層別教育を継続して実施してい
ます。

啓発活動の推進
　NSKグループでは、従業員や家族向けの社内報、NSK
のホームページに環境への取り組みの情報を掲載し、啓
発を図っています。
　2007年度は「CSRレポート2007」を全従業員に配布
するとともに、「NSKグループニュース422号」（写真1） 
にその紹介記事を掲載し、環境活動への理解と取り組
みの実践を促しました。また、コンプライアンスに関す
るe-ラーニングに化学物質管理や廃棄物管理について
の設問を盛り込んで、NSKグループの従業員7,061名
を対象に、知識の習得と意識向上を図りました。

●「環境月報」の発行
　各事業所では、「環境月報」を発行して各部署に配布

しています。月報では、エネルギーの消費量や廃棄物の
リサイクル率などの推移を示し、活動の進捗をコメント
しています。また、各専門部会の活動の他、「研削液漏
洩を想定した緊急訓練」「新設した廃棄物置場の紹介」
「製品納入用ポリ箱のリターナブル化」などの環境トピッ
クスを随時掲載し、従業員に積極的な取り組みを促すと
ともに、そのレベル向上を図っています。

階層別教育の実施
　新入社員から経営層まで、それぞれの立場・役割に対
応した環境関連の情報を提供し、知識や技術の習得を図
るため、階層別に従業員の教育を実施しています。
　各事業所では、従業員や常駐するお取引先に対して定
期的な環境教育を実施し、各自の業務が環境におよぼす
影響について理解を促し、取り組みレベルの向上を図っ
ています。
　埼玉工場では、管理職は2年おきに環境教育を受ける
ことをルール化しています。2007年11月には、NSK本
社の総合環境部長が講師となり、管理職20数名に環境
に関する経営対策、CO2排出量削減への課題、化学物質
管理の取り組み、副資材のグリーン調達などを説明し意
識の向上を図りました。（表1）

環境教育の考え方・方針

1 2

2007年度の環境教育に関する講座の受講人数と開催数表1

1
2

41 42
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リサイクル…96,696t

原材料から使用後のリサイクルまで、
製品のライフサイクルを考え、環境負
荷を低減する取り組みを進めています。

環境負荷物質を含まない材料や部品の
調達など、お取引先とともにサプライ
チェーン全体で環境負荷低減に取り組
んでいます。

高機能・高品質で環境負荷の少ない製品は、お取引先の優れた材料
や部品によってつくられます。そして、その材料や部品の製造工程では、
多くのエネルギーや資源が消費されています。NSKグループでは開発・
設計段階からお取引先と一緒になり、より優れた材料や部品の開発、
製造工程の改善を進め、環境負荷低減をめざしています。

より少ない資源・エネルギーでムダな
く効率良く製造するとともに、使用する
環境負荷物質の削減や廃棄物のリサイ
クルに取り組んでいます。

輸送方法の最適化や積載効率向上な
どを行うとともに、梱包・包装資材の
3Rを積極的に推進します。

NSKグループの製品は、お客様の工場
で、自動車や家電製品などの最終製品
に組み込まれます。お客様と密に連携
して、その組み立て工程でも環境負荷
が低減できる製品を提供できるように
取り組んでいます。

NSKグループの製品が組み込まれた自
動車や家電製品などの購入者は、製品
を使用する段階でさまざまな環境負荷
が生じます。NSKグループでは、最終
製品のエネルギー消費を少なくできる
製品の開発に取り組んでいます。

・設計支援　・技術支援　・情報提供

・設計支援　・技術支援　・情報提供

・設計支援
・技術支援
・情報提供

開発・設計

P.45～48
P.49～50 P.51～55

P.56

調達 製造 物流
組み立て

開発・設計／資材・副資材／部品製造

使用
お客様

お取引先

社会の人々

������

NSKグループ

廃棄物
総排出量 100,092t
・埋め立て 532t
・焼却 1,134t
・減量化 1,730t

環境負荷物質
PRTR法対象物質
排出・移動量 97t

水質
排水量 1,751×103m3
・河川 1,338×103m3
・下水道 413×103m3
BOD 4.1t

大気
CO2 451,424t
NOx 91t
SOx 5.3t

�����

水
水 2,591×103m3
・地下水 1,754×103m3
・上水道 706×103m3
・工業用水 131×103m3

環境負荷物質
PRTR法
対象物質 347t

エネルギー
電力 603,617MWh
燃料 1,970×103GJ

資材・副資材
鋼材 412,918t
油脂類 10,389t

NSKグループの
事業活動と
社会とのかかわり

※2

※1

環境影響の概況
NSKグループは、事業活動のすべての段階において環境負荷を低減することが重要と考えています。
ここでは、製品のライフサイクルの流れに従って、
NSKグループの事業活動による環境影響の全体像を示します。
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リサイクル…96,696t

原材料から使用後のリサイクルまで、
製品のライフサイクルを考え、環境負
荷を低減する取り組みを進めています。

環境負荷物質を含まない材料や部品の
調達など、お取引先とともにサプライ
チェーン全体で環境負荷低減に取り組
んでいます。

高機能・高品質で環境負荷の少ない製品は、お取引先の優れた材料
や部品によってつくられます。そして、その材料や部品の製造工程では、
多くのエネルギーや資源が消費されています。NSKグループでは開発・
設計段階からお取引先と一緒になり、より優れた材料や部品の開発、
製造工程の改善を進め、環境負荷低減をめざしています。

より少ない資源・エネルギーでムダな
く効率良く製造するとともに、使用する
環境負荷物質の削減や廃棄物のリサイ
クルに取り組んでいます。

輸送方法の最適化や積載効率向上な
どを行うとともに、梱包・包装資材の
3Rを積極的に推進します。

NSKグループの製品は、お客様の工場
で、自動車や家電製品などの最終製品
に組み込まれます。お客様と密に連携
して、その組み立て工程でも環境負荷
が低減できる製品を提供できるように
取り組んでいます。

NSKグループの製品が組み込まれた自
動車や家電製品などの購入者は、製品
を使用する段階でさまざまな環境負荷
が生じます。NSKグループでは、最終
製品のエネルギー消費を少なくできる
製品の開発に取り組んでいます。

・設計支援　・技術支援　・情報提供

・設計支援　・技術支援　・情報提供

・設計支援
・技術支援
・情報提供

開発・設計

P.45～48
P.49～50 P.51～55

P.56

調達 製造 物流
組み立て

開発・設計／資材・副資材／部品製造

使用
お客様

お取引先

社会の人々

������

NSKグループ

廃棄物
総排出量 100,092t
・埋め立て 532t
・焼却 1,134t
・減量化 1,730t

環境負荷物質
PRTR法対象物質
排出・移動量 97t

水質
排水量 1,751×103m3
・河川 1,338×103m3
・下水道 413×103m3
BOD 4.1t

大気
CO2 451,424t
NOx 91t
SOx 5.3t

�����

水
水 2,591×103m3
・地下水 1,754×103m3
・上水道 706×103m3
・工業用水 131×103m3

環境負荷物質
PRTR法
対象物質 347t

エネルギー
電力 603,617MWh
燃料 1,970×103GJ

資材・副資材
鋼材 412,918t
油脂類 10,389t

NSKグループの
事業活動と
社会とのかかわり

※2

※1

※1  CO2排出量は、地球温暖化対策の推進に関する法律の
算定マニュアルに準拠して算定しています。

※2  河川放流を対象としています。
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（写真3）  船外機用ボールねじ式シフトアクチュエータ（写真1）  NSKリニアガイド・ 
ローラガイドRAシリーズ

（写真2） 高出力コラムタイプEPS

　環境行動指針において、環境負荷の少ない技術開発
と製品づくりを掲げています。NSKグループの製品は、
あらゆる機械や装置に組み込まれ、摩擦をコントロール
し、エネルギーの消費を減らすことができます。これら
の製品の特性を活かし、「お客様の使用段階での省エネ
ルギー・省資源・快適性」および「製造工程の環境負荷低
減」に重点を置き、取り組みを進めています。2001年度
に、これらを着実に実行するため、全技術部門共通の「環
境配慮型製品開発の基本方針」を策定しました。

　環境貢献型製品として、NSKリニアガイド・ローラガ
イドRAシリーズや小型・軽量・低騒音を実現した高出
力のコラムタイプ電動パワーステアリング（EPS）などを
開発しました。

開発・設計段階での取り組み
わたしたちの製品はさまざまな機械や装置に組み込まれ、その使用時の環境負荷を左右します。
環境負荷の少ない製品を開発・設計する取り組みと、環境負荷物質削減への活動をご紹介します。

開発・設計の考え方と基本方針

2007年度の活動のポイント

環境貢献型
製品の創出

環境貢献度を
評価する指標の検討

環境負荷物質
管理体制の充実

環境貢献型製品の創出1

●事例1：NSKリニアガイド・ローラガイドRAシリーズ
　リニアガイドは、機械の中で部品や工具の直線的な動
きを支える製品です。今までのリニアガイドは、荷重を
受ける部分にボールを使っていましたが、RAシリーズ
（写真１）ではボールの代わりにころを用いています。最新
の解析技術と最適設計により、ころの機能を十分に引き
出すことを可能にしました。同じサイズのリニアガイド
に比べて、より大きな荷重を支えることができるだけで
なく、寿命も延ばせます。また、剛性が高いため高精度
な動きを可能にし、かつ機械をコンパクトにできます。
これらの機能が、お客様の機械の環境負荷低減に貢献し
ます。

●事例2：高出力コラムタイプ電動パワーステアリング
　ムダなエネルギーを消費しない環境にやさしい電動
パワーステアリング（EPS）は、スポーツ多目的車（SUV）

1 2 3

1

2

3

4

環境配慮型製品開発の基本方針

お客様での使用時に、省エネルギー・
省資源に寄与する製品づくり

製造時のエネルギー・資源使用量を
極力低減した製品づくり

環境負荷物質の使用ゼロをめざした製品づくり

低振動、低騒音、低発塵など人にやさしい製品づくり

我々は、環境にやさしい製品を提供するために、研究開発、設
計、生産、使用、廃棄までのライフサイクルを通して、環境負荷
の最小化をめざした製品開発に努めます。
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2008年度の課題

環境貢献型製品の創出 環境貢献度を評価する
指標作成

やミニバンを含めた大型乗用車にまで採用が拡大して
います。EPSは、自動車のさらなる燃費向上のため、高
出力でありながら小型、かつ軽量であることが求められ
ます。また、最近では音が静かな高級車へのニーズもあ
り、モータの低騒音化への要求も強くなっています。
　NSKはこれらのニーズに応え、独自のモータ制御技
術を駆使した小型、高効率、低騒音のブラシレスモータ
を採用した高出力コラムタイプEPS（写真2）を開発しま
した。これにより排気量3,500ccクラスの高級大型乗用
車にも環境にやさしいEPSの適用が可能となりました。

●事例3：船外機用ボールねじ式シフトアクチュエータ
　近年、船外機のかじやギアシフトを電気信号で行うこ
とで、船の安全性や人の操作性を向上させるシステムが
実用化されています。NSKが開発したギアシフト用のア
クチュエータ（写真3）は、世界最高出力の350馬力の船
外機に採用されました。このアクチュエータはNSKが
得意とするボールねじの技術を応用し、エネルギーロス
を約50％削減しています。また高速・高出力を実現し、
どのような状況においてもスムーズかつ確実なギアシフ
トを可能にしています。さらに、環境負荷物質の使用ゼ

ロを達成するとともに、油の流出しない密閉構造を採用
し、環境に配慮しました。

●事例4：産業ロボット用高機能薄肉アンギュラ玉軸受
　自動車や半導体などの製造
分野で世界的に需要が増加し
ている産業用ロボットは、素早
く正確に動くことが要求され
ます。ロボットは複数の関節
で構成され、関節の回転支持
部に軸受が使用されています。
今回、開発した軸受（写真4）は、
玉軸受を組み合わせ、最適な
設計を行うことで、従来のクロスローラ軸受※1と比べ、
①低トルク ②小型・軽量化 ③高モーメント剛性※2を実
現しました。これにより産業用ロボットの省エネルギー、
省資源化に貢献しています。
※1  転動体に円筒ころを交互に直交させ配列した軸受。小型でさまざまな方向の荷

重を受けることができる。
※2 軸を曲げるような力（モーメント荷重）に対する変形のしにくさを示したもの。

ハイブリッド車トランスミッション用低トルク軸受を開発
　現在、世界中で自動車の燃費を改善するためのさまざま
な技術開発が行われていますが、その中で特に期待されて
いるのがハイブリッド技術です。NSKグループでは、これま
で多くのお客様のハイブリッド車トランスミッション用軸受の
開発に携わってきましたが、軸受の損失トルク低減に対す
る要求は年々厳しさを増してきています。
　トランスミッションには、歯車や軸受などを潤滑にするた
めの潤滑油が入っていますが、軸受の損失トルクは、供給
される潤滑油の量や潤滑の方法に大きく影響を受けること
が分かっています。油の流れを解析する技術や潤滑油の
撹拌状況の可視化などを行い、その結果に基づき、お客
様と従来より一歩踏み込んだ検討を重ねた結果、軸受の

損失トルクを、従来比で30～45％程度低減することがで
きました。
　今後も、低トルク軸受をはじめ、ハイブリッド車に必要な
機能を満たしたNSK製品が多くの自動車
に搭載され、世界中の自動車の燃費改
善に一翼を担えるよう頑張っていきます。

自動車軸受技術センター
ドライブトレイン軸受技術部
グループマネジャー

田中 進

（写真4）  産業ロボット用高機能
薄肉アンギュラ玉軸受
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（写真7） クラッチパック（写真5）  長寿命二つ割り円筒ころ 
軸受ユニット

（写真6） 環境商品部会のメンバー

（写真8） 鉛フリー滑り軸受

　2009年度のCSRレポートでは、軸受、自動車部品、
精機製品について、代表的製品の環境効率ファクターを
紹介する予定です。これにより環境貢献型製品の開発が
さらに促進できると考えています。

●事例5：長寿命二つ割り円筒ころ軸受ユニット
　製鉄所などにある連続鋳造設備のための軸受ユニッ
トは、蒸気や酸化スケール※3が存在する環境で使用さ
れるため、ユニット内に入った水分や酸化スケールを内
部の潤滑剤とともにユニット外へ排出しています。その
ため、排出された潤滑剤による設備周辺の汚れや、潤滑
剤の混じった汚水の処理が問題となっていました。今回、
開発した軸受ユニット（写真5）は、新たなシール構造によ
り、外部からの蒸気や酸化スケールの浸入と潤滑剤の漏
れを防止し、これらの問題を解決するとともに、オイル
エアー潤滑※4を適用できるようにし、一層の環境負荷低
減を可能としました。さらに、負荷容量アップ（約30％）
によるコンパクト化と長寿命化を実現しました。
※3  高温の鉄の表面にできる酸化した鉄。硬くてもろいため、脱落した酸化スケー
ルが軸受に浸入すると軸受の寿命を低下させる。

※4 少量の潤滑油を、圧縮した空気とともに軸受に供給する潤滑の方法。

環境商品部会と環境効率指標2

　環境商品部会（写真6）は、各製品の技術センターから
選ばれた技術者で構成され、省エネルギーや省資源に貢
献する製品の開発支援と、開発された製品を社内外に分
かりやすく紹介することに取り組んでいます。
　さらに活動を加速するため、2007年度から製品の環
境貢献度を定量的に評価する環境効率ファクターの導
入に取り組んでいます。ファクターは、「製品の価値」を
「環境負荷」で割って指標化したもので、メーカ各社が採
用を進めています。評価の信頼性を確保しつつ、より多
くの技術者が容易に評価できるよう、使用するデータや
算定方法を分かりやすく説明したガイドラインづくりを
進めています。

環境負荷物質の管理3

　NSKグループでは、製品を欧州RoHS指令※5やELV
指令※6などの環境負荷物質に関する法規制に適合させ
るとともに、お客様からの要求への対応を進めています。
さまざまな社内技術標準を整備し、開発・設計および製
造工程における環境負荷物質の管理体制を充実させ、
「環境負荷物質の使用ゼロをめざした製品づくり」に取り
組んでいます。
　2007年度は、電機・情報機器関連メーカのお客様に
よる環境負荷物質に関する監査を受審しました。さらに
自主監査を行い、管理レベルの向上を図りました。今後
も環境負荷物質の管理体制の充実に努めていきます。
※5  電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会および

理事会指令。
※6  使用済み自動車からの廃棄物の低減、適正処理と特定有害物質の使用制限
を目的とした欧州廃車指令。

環境負荷物質の削減状況
　2007年度は予定どおりに環境負荷物質を削減しまし
た（表１）。そのために実施した取り組みの事例を紹介し
ます。

●事例1：クラッチパック用鉛フリー滑り軸受
　自動車のオートマチックトランスミッション内には複
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数のクラッチパックやブレーキパックがあり、その回転
支持部には転がり軸受とともに多くの滑り軸受が使用さ
れています。滑り軸受には、潤滑性に優れているが環境
負荷物質である鉛を20数％含有した銅合金が広く使用
されており、お客様から軸受機能を低下させずに鉛の使
用を廃止することが求められています｡ NSKグループ
で生産するクラッチパック（写真7）は、ビスマス※7を代替 
物質とした銅合金の鉛フリー滑り軸受（写真8）を適用し、
2008年7月からのELV指令による規制に先駆けて対応
を完了しました。
※7 「 Bi」原子番号83の窒素族の元素。鉛（「Pb」原子番号82）と近い特性を持つ

ため、鉛の代替用途に需要の多い金属元素。

●事例2：薄型メガトルクモータ・PN2012
　半導体製造装置や液晶製造装置、電子部品の組み立

て検査装置では高精度で高速な位置合わせが要求され、
スペースを取らず高い回転精度を持ったモータが強く
求められています。これらの用途に対応するため、従来
の薄型モータ（YSシリーズ）をさらに薄く、性能・機能
をアップした薄型メガトルクモータ・PN2012（写真9）を
開発しました。環境負荷物質に配慮した本製品は欧州
RoHS指令に適合し、また、米国安全規格・欧州安全規
格にも適合した、環境と安全に配慮した製品です。この
モータは、半導体や液晶の製造装置、電子
部品の製造装置の小型化、軽量化、省エ
ネルギーに貢献しています。

環境負荷物質削減の進捗状況表1

製品群 対象物質 対象部位 代替完了期日

軸受
六価クロム

（表面処理）
・シールド板
・シール芯金
・プーリユニット
・ハブユニット軸受ボルト

2003年03月
2004年03月
2005年03月（客先指定除く）
2004年12月

鉛 ・グリース添加剤
・プーリユニット塗装

2003年03月
2004年12月

自動車部品

六価クロム

（表面処理）
・ステアリングコラム・ジョイント
・電動パワーステアリング電子部品
・電動パワーステアリング部品
・マニュアルステアリング部品

2006年12月
2004年12月
2006年12月
2007年03月

鉛

・ステアリング部品カチオン塗装
・ワンウェイクラッチ用エンドベアリング
・クラッチパック用鉛フリー滑り軸受
・電動パワーステアリング無電解ニッケルメッキ

2004年06月
代替実施中
2007年11月
2008年02月

精機製品

六価クロム

（表面処理）
・精機製品全般小ねじ
・リニアガイドシール芯金
・リニアガイドシールカラー
・ボールねじ
・モノキャリアK1保護カバー

2005年06月
2005年07月
2004年03月
2006年03月
2006年04月

鉛
・リニアガイドアンダーシール接着剤
・サポートユニット表面処理
・ボールねじ小ねじ､ピン､黄銅部品

2005年05月
2005年12月
2006年02月

カドミウム ・精機製品全般黄銅部品 2006年02月

メカトロ製品

鉛 ・はんだ※ 代替実施中

六価クロム ・板金・締結部品表面処理 代替実施中

臭素系難燃剤（PBB、PBDE） ・配線被覆材 2004年03月

カドミウム ・ニッカド電池 2006年06月

※ 鉛成分85%以上の高融点はんだは除く。

（写真9） 薄型メガトルクモータ・PN2012
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（写真1） 各国語版のグリーン調達基準書 （写真2） NSKの担当者が訪問し、お取引先の管理体制を確認

　お取引先と協力しながら環境に配慮した部品や素材
を積極的に調達するとともに、化学物質管理など環境に
関する製品の品質を保証するための体制強化に努めて
いきます。

●グリーン調達の推進
　環境に関する法令やお客様の規則に適合し、安心し
てご使用いただける製品を提供するため、調達する部品
や素材の環境への配慮を「取引基本契約書」や「グリーン
調達基準書」に定め、環境負荷を低減するよう努めてい
ます。「グリーン調達基準書」（写真1）は、各国のお取引先
にもご対応いただけるよう、日本語に加え英語、中国語、
韓国語、タイ語、ポルトガル語、ポーランド語に翻訳し
ています。この基準書に基づき、お取引先の環境への取
り組みと納入製品の環境への配慮を評価し、調達の可否
を判断します。お取引先には「グリーン調達基準書」の要
求事項に同意していただくようお願いしています。
　2008年度には、近年の環境に関する法規則の変化な
どを反映するため、「グリーン調達基準書」を第5版に更
新し、国内6カ所と中国・アセアンにおいてグリーン調
達説明会を開催することを計画しています。

お取引先の監査
　環境負荷物質の使用が考えられるすべてのお取引先
に、各NSKグループのチェックシートを用いた自己監査
の実施にご協力いただいています。
　チェックシートは、サプライチェーンの把握、お取引
先への要求事項の明確化、購入品管理の状況、環境負荷
物質の管理体制、非含有の証明などを詳細に確認し評価
する内容です。
　自己監査の結果、現地確認が必要と判断されるお取
引先には、NSKグループの担当者が訪問して工場の監
査を実施しています（写真2）。現地監査をとおして明らか
になった課題については、お取引先とともに改善を進め
ています。その後もお取引先と連携しながら改善状況を
フォローアップしています。

　グリーン購入のガイドラインを設け、文房具やOA機
器、自動車などの一般購入品を対象に、環境負荷の低い
製品を選定するグリーン購入を進めています。

調達段階での取り組み
調達は、NSKグループ製品の環境負荷を左右する重要な活動です。環境負荷物質を含まない製品の
購入などを通じてサプライチェーン全体の環境負荷低減のため、グリーン調達に取り組んでいます。

グリーン調達

2007年度の活動のポイント
お取引先の監査
（自己監査、現地監査）
の実施

グリーン調達
システム情報の整備

1 2

グリーン購入

1
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この○印は、画面に表
示されているNSK 製品
は環境負荷物質を含ん
でいないということを
表しています。このシ
ステムを使って環境負
荷物質の含有・非含有
が確認できます。

グリース

保持器

シール

ボール

内輪

外輪・環境負荷物質非含有
・部品構成
・お取引先
・使用材料

調達先A

化学物質A

化学物質B

化学物質C

化学物質D

法令・条例
NSK規定
お客様の規定

法令・条例
NSK規定
お客様の規定

法令・条例
NSK規定
お客様の規定

法令・条例
NSK規定
お客様の規定

シール

＜構成部品情報＞
・構成部品
・使用材料
・重量

＜化学物質組成情報＞
・CAS-NO
・含有率

＜環境負荷物質情報＞
・法令・条例との適合
・NSK規定との適合
・お客様の規定との適合

化学物質管理データベース

構成部品情報
・構成部品
・使用材料
・重量

化学物質組成情報
・CAS-NO
・含有率

環境負荷物質情報
・法令・条例との適合
・NSK規定との適合
・お客様の規定との適合

判定

　NSKグループでは、環境に配慮した設計とグリーン
調達を実行するため、「化学物質管理システム」を稼働
させています。現在、292社のお取引先にユーザIDをお
渡しし、インターネットを通じてNSKへ納入する部品や

材料に含まれる化学物質情報をご提供いただいていま
す。また、国内外の法令とお客様39社の環境規定をデー
タベース化し、NSK製品の適合状況をパソコンの画面で
確認できるようにしています。2008年度は、このシス
テムの適用範囲を国内から中国・アセアン地区のグルー
プ会社へ拡大していきます。（図1）

2008年度の課題

副資材における
グリーン購入の徹底

海外工場での
グリーン調達強化

化学物質管理システム2

化学物質管理システム図1
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■排出量実績 ■原単位削減率目標 
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■原単位削減率実績 

0.000000

13.333333

26.666667

40.000000

53.333333

66.666667

80.000000

0
2 0

4 0
6 0

8 0
1 0 0

CO2排出原単位・排出量の推移（国内）図1

（写真1） 前橋精機プラントの熱処理工程の整流化

※  CO2排出原単位とは、付加価値生産高（＝生産高－外部流出費）
100万円あたりのCO2排出量。CO2排出量は、環境省資料に基づく
係数を使用。

エネルギー別CO2排出量（国内）図2

●CO2排出原単位とCO2排出量の削減
　国内の工場では、1999年度と比較してCO2の排出原
単位を14.3%削減し、目標としていた7.7%削減を達成
することができました。CO2排出量は45.1万トンで前年
度に比べほぼ横ばいの状況です（図1）。海外工場からの
CO2排出量は41.8万トンで、2006年度に比べ若干の増
加になりました。省エネルギー活動を積極的に進めてい
ますが、その成果を上回る生産の増加によるものです。
今後、さらに省エネルギー活動を強化していきます。
　地球温暖化の防止にさらに貢献するため、これまで排
出原単位の削減を目標に活動を進めてきましたが、これ
からはCO2排出量を削減することをめざして取り組ん
でいきます。そのため、省エネルギー設備の導入やクリー
ンエネルギーへの転換を積極的に進め、地道に進めてき
た省エネルギー活動を一層、加速していきます。（図2）

エネルギーの効率的な使用とクリーンエネルギーへの転換を進め、
CO2の排出量を削減し地球温暖化の防止に貢献します。

地球温暖化防止への取り組み

2007年度の活動のポイント

クリーンエネルギー
への転換を推進

省エネルギー
活動を推進

エネルギー効率の
高い設備への
転換を推進

省エネルギー活動の推進
　設備の保全活動を通じた品質向上など、ムダを削減す
ることで生産ラインの可動率を上げ、不必要な電力や燃
料の使用を削減しています。
　NSKプレシジョン（株）前橋精機プラントでは、『トー
タル・クオリティーNo.1』を実現するため、生産・販売・
技術の各部門が一体となって、お客様の受注から製品を
納めるまでのトータル・リードタイムの短縮を進めてい
ます。そのため、モノの流れと情報の流れを整理し、ム
ダのない効率的な生産を実現する「整流化※」に取り組ん
でいます。2007年度には熱処理工程の整流化（写真1）に
着手し、年間約700トンのCO2排出量を削減しました。
2009年度の完了をめざし活動を進めていきます。
※  物や情報が入り乱れたり、途中に滞留したりすることなく、流れるようにすること。
短い期間で製品が完成できる効果がある。

製造段階での取り組み 地球温暖化対策

2

クリーンエネルギーへの転換
　地球温暖化の要因とされるCO2が多く排出される燃
料の使用を削減するため、CO2排出量の少ない天然ガス
への転換を推進しています。

1

　NSK藤沢工場では、冷房用の冷凍機をエネルギー効
率の高い設備に順次変更してきました。さらに2007年
度には、暖房用のボイラーを高効率な設備に更新し、使
用する燃料も灯油から天然ガス（都市ガス）に切り替え
ました。これにより年間約900トンのCO2排出量を削
減しました。

1 2 3

購入電力
74.2％

都市ガス 8.3％

LPG
8.0％

灯油 4.6％

重油 4.5％ ガソリン 0.3％
軽油 0.1％
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省エネルギー型の
油圧ユニット

改善後

改善前
これまで使用していた
油圧ユニット

大津工場の高効率設備への改造図3

NSK's  action

（写真2） ワーキンググループの活動の様子

2008年度の課題

CO2排出量での
削減目標設定

テーマ別に
ワーキンググループ
活動を推進

エネルギー効率の高い設備への転換
　エネルギーを効率良く使用する取り組みを積極的に
推進しています。
　NSK大津工場では、2003年度から工作機械を動かす
ための油圧ユニットを、省エネルギー・省スペース型に
変更する改造を計画的に進めています。設備1台あたり
年間約3トンのCO2排出量を削減する効果があります。
2007年度には18台の改造を行い、トータルで70台の
改造が完了しました。地道な活動ですが、今後も継続し
て取り組んでいきます。（図3）

3 ●ワーキンググループを発足し活動をレベルアップ
　空調設備や、圧縮空気を供給するコンプレッサーの省
エネルギーなど、各工場が抱える共通の課題をテーマ
に、対策を進めるためのワーキンググループを発足し活
動をスタートさせました（写真2）。それぞれの工場が独自
に実施する取り組みの情報を共有し、先進的な事例は他
の工場に展開します。工場間の相互訪問で交流を深め、
刺激し合いながらレベルアップを図っていきます。今後
は、NSKグループの省エネルギーガイドラインをつく
り、機器の導入や更新時の標準化を図るとともに、CO2

排出量の削減に一層貢献することを狙っています。

（株）天辻鋼球製作所 環境管理課長
有馬 直人

http://www.jp.nsk.com/jp/csr/data/H P

※ ｢日本の事業所ごとのCO2排出原単位・排出量推移｣｢国ごとのCO2排出量推移｣については、ホームページをご覧ください。

天辻鋼球製作所で太陽光発電システムを設置

　（株）天辻鋼球製作所では、CO2排出量の98％が電力使用によるもので、
いかに電力を削減するかが課題になっています。その対策として2007年度
に実施した最も大きな取り組みが、大阪府門真市にある
本社工場と滋賀県近江八幡市の滋賀工場での太陽光
発電システムの設置です。それぞれ約1,000平方メート
ルのソーラーパネルにより、130～135キロワット規模の
発電能力があり、両工場併せて年間約150トンのCO2排
出量の削減を見込んでいます。

天辻鋼球製作所の太陽光発電システム
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改善後

改善前

ロックアップクラッチの摩擦材（紙）廃棄量削減図1 ステアリングコラムの部品点数削減とジョイント部品材料削減図2

2008年度の課題

効率的な鋼材切断による
ムダの排除

素材の
ムダの排除

ジョイントシャフト

資材使用量原単位の推移図3

　NSKグループでは効率的に材料を利用し、ムダにな
る資源を削減する取り組みを進めています。取り組み事
例の中から、3つを紹介します。

●事例1：摩擦材の廃棄量を半減
　自動車のオートマチックトランスミッションに組み込
まれるロックアップクラッチに使用される摩擦材は、今
まで紙状のシートからプレス機で輪の形に打ち抜いて
いました。そこでプレス技術・組み付け技術を向上させ、
この輪を複数に分割して材料取りができるようにし摩擦
材の廃棄量を50％削減しました。（図1）

●事例2：ステアリングコラムの部品点数を削減
　自動車用ステアリングコラムの部品加工に「ハイドロ
フォーミング」※と呼ばれる技術を応用し、量産化するこ
とに成功しました。これにより数個の部品を溶接し組み
立てていたものを一体化することができ、鋼材の使用量
を10％削減できました。（図2）
※  ハイドロフォーミング技術：パイプ材を型に入れ、パイプ材の内側から水圧をかけ
て変形させ、型どおりの形状に仕上げる技術。

●事例3：ジョイントシャフトの材料削減
　ステアリングコラムのジョイントシャフトは、従来、
棒状の素材からつくられていました。これをパイプ素材
から製造する技術を開発し、量産化しました。これによ
りシャフト重量を30～50％軽量化することができ、鋼
材使用量を削減することができました。（図2）

　過去5年間の主資材（鋼材）および副資材（包装資材な
ど）の生産金額あたりの使用量原単位の推移は、ほぼ横
ばいです。（図3）
　2007年11月、地球環境保全委員会の中に「省資源部
会」を発足させました。今までは工場ごとに対策を進めて
きましたが、これからは製品開発部門と各工場が連携を
深め、NSKグループとして組織的に取り組んでいきます。

製造段階での取り組み
製品を生産する過程では多くの資源を使用します。NSKグループでは資源をいかに効率良く利用して
生産するかを考え、資源使用量の削減により地球環境の保全をめざします。

2007年度の活動のポイント

資源の
効率的な利用

取り組み強化の
ための体制づくり

組織的な取り組みを強化
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材料10％削減
（6.4t／月削減）

ロックアップクラッチ

抜きカス

抜きカス量
半減

改善前 改善後

改善後

資源の効率的な利用1

●事例2

●事例3

1 2

省資源対策

2

中空素材使用による
材料削減（7.5t／月削減）

中空穴
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最終処分量・リサイクル率推移図1

リサイクル内訳
■金属くず・研削くずなど … 78.9％
■廃油………………………… 13.8％
■廃プラスチックなど……… 02.3％

■汚泥…… 2.1％
■紙くず… 1.4％
■木くず… 0.6％
■その他… 0.9％

焼却
1,134t（1.2％）

埋め立て
532t（0.5％）

減量化（水処理など）
1,730t（1.7％）

内訳）
再使用量：20t
再生利用量：92,781t
熱回収量：3,895t

総排出量 100,092t

廃液など 紙くず・
雑芥など

廃砥石・
不燃ごみなど

リサイクル
96,696t（96.6％）

廃棄物の処理フロー（数値は国内グループのもの）図2

2008年度の課題

リサイクル率97％以上 ゼロエミッションの維持

（写真1） お取引先の確認実習を含む廃棄物管理強化セミナーを実施

　NSKグループでは、ゼロエミッション※を「埋め立て処
分量が総排出量の1％以下」と定義しています。2007年
度からは、直接埋め立て処分される量だけでなく、燃焼
後に残る灰など中間処理後に埋め立て処分される量も、
可能な限り含めるようにしました。2007年度は、NSKグ
ループの埋め立て処分量は532トンで、総排出量の0.5%
と、ゼロエミッションを達成しました。また、廃棄物等の
リサイクル率は目標の96％を達成しました。（図1・2）
※  産業界で廃棄物を原材料として活用し、廃棄物ゼロをめざす新しい資源循環型
社会のシステム。

廃棄物管理の強化
　国内では、大規模な不法投棄が社会的な問題となって
いることを受け、廃棄物を排出する事業者はその処分が
最後まで適切になされたのかを確認し、不法投棄などの
不適切な処理がされないよう管理することが廃棄物処
理法で求められています。そのため、廃棄物の処分を委
託するお取引先の管理状況を把握することも重要です。
NSKグループではこれまで各事業所が独自に行ってい
た確認を、2007年度からはグループ統一の基準を設け

チェックリストにまとめました。また、そのポイントをセ
ミナー（写真1）を開いて解説することで、すべての事業所
が確実に、お取引先の状況を把握できる仕組みをつくり
ました。今後、お取引先と協力を深めながら、より高い
レベルの管理をめざした取り組みを進めます。

●海外での取り組み
　「環境情報共有システム（グローバル版）」を稼働させ、
海外の事業所の廃棄物発生量やリサイクル率の推移を
リアルタイムに確認できるようにしました。海外事業所
では「2010年度のリサイクル率90％以上」を目標として
掲げ、取り組みを推進しています。2007年度は対象29
工場の実績を把握し、総排出量は64,514トン、リサイ
クル率は89.4%でした。

製造段階での取り組み
3R（リデュース・リユース・リサイクル）と適正処理の徹底を通じて廃棄物処理に伴うリスクを低減し、
埋め立て処分される廃棄物を可能な限りゼロに近づけ、循環型社会の構築に貢献します。

2007年度の活動のポイント

リサイクル率
96％を達成

廃棄物管理強化
セミナーを開催

ゼロエミッションと
リサイクルの状況

1

1 2

廃棄物・リサイクル対策

http://www.jp.nsk.com/jp/csr/data/H P※ 工場別の詳細データは、ホームページをご覧ください。
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製造段階での取り組み
工場で使用する環境負荷物質を適切に管理するとともに、
環境負荷物質の使用量の削減や代替の推進により、環境負荷物質を使用しない生産をめざしています。

PRTR法対象物質を含有する油剤などの品目の推移図2塩素系添加剤を含む加工油剤の品目の推移図1
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PRTR法対象物質調査結果表1

物質名 取扱量 大気への
排出量

水域への
排出量

移動量
（廃棄物） 消費量 リサイクル

量
2-アミノエタノール 4,387 0 1,754 2,633 0 0
エチルベンゼン 2,380 241 0 134 2,005 0
キシレン 131,186 24,743 0 4,501 93,389 8,553
クレゾール 2,544 2,341 0 165 38 0
1,1-ジクロロ-1-
フルオロエタン 2,376 2,340 0 36 0 0

ジクロロペンタフル
オロプロパン 4,689 4,619 0 70 0 0

1,3,5-
トリメチルベンゼン 1,839 1,212 0 0 627 0

トルエン 85,675 37,744 0 4,040 43,891 0
バリウム 1,247 0 0 1,247 0 0
フェノール 111,066 2,251 0 7,215 101,600 0

（kg／年）
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2007年度の活動のポイント 2008年度の課題
PRTR法対象物質
を含有する
油剤の削減

塩素系添加剤を
含有する
加工油剤の削減

塩素系添加剤を
含有する加工油剤の
削減を強化

　NSKグループでは、製造工程で取り扱う環境負荷物
質を適切に管理し、その削減に向けて取り組んでいます。

塩素系添加剤を含有する加工油剤などの削減
　塩素系添加剤を含む加工油剤は、焼却処分するとダイ
オキシンを発生させる可能性があるため、それらの使用
をやめるための取り組みを進め、残り21品目まで削減
しました。（図1）
　切削や研削加工を行う工程で使用する加工油剤は、着
実に削減することができましたが、プレス加工などで使
用する油剤は、品質への影響などから代替が難航してい
ました。そこで、2007年9月に生産技術センターと共同
で活動を行うワーキンググループを新たに発足し、取り
組みを強化しました。

PRTR法対象物質を含有する油剤の削減
　2007年度にNSKグループが扱ったPRTR法※対象
物質はキシレンとトルエンが多く、全体の62％を占め
ています。これらの多くは、空調用の燃料に使用する灯
油やフォークリフトの燃料のガソリンに含まれるもので
す。自動車のオートマチックトランスミッション用の摩

擦材製品を製造する工場では、原料にフェノールを使用
しています。そのため、製造工程からの排出ガスを燃焼
する装置（写真1）を導入し大気への排出を抑制しました。
　その他、2-アミノエタノールを含有しない研削液への切り 
替えを進め、PRTR法の対象物質を含有する油剤などの
品目数を2000年度比で66％削減しました。（図2）（表1）
※  化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、管理の改善を促すため
の法律。

●オゾン層破壊物質の全廃
　空調設備などで使われる冷媒用特定フロンは、代替フ
ロンを用いた設備に更新し全廃しました。またハロン消
化器は二酸化炭素消火器に変更し全廃しました。

目標を定め、環境負荷物質を削減

（写真1） 排出ガス蓄熱式脱臭機

http://www.jp.nsk.com/jp/csr/environment/H P

※ 「冷媒用特定フロンの保有量の推移」「ハロン消火器の保有量の推移」については、ホームページをご覧ください。

1 2

環境負荷物質対策

1

2
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物流段階での取り組み
NSKグループでは物流段階の環境負荷削減に向け、輸送方法の最適化や積載効率の向上などの
施策を実施するとともに、包装資材の3R（リデュース・リユース・リサイクル）を積極的に推進しています。

2007年度の活動のポイント 2008年度の課題

船舶輸送への
切り替えを実施

樹脂製パレットの
導入を推進

物流段階のエネルギー
消費原単位を
2006年度比2％削減

包装資材の
再資源化計画の
立案と推進

　NSKグループでは、物流段階で発生するCO2排出量
を削減するため、物流部門を担当するNSKロジスティッ
クス（株）と連携しながら、モーダルシフト※1や積載効率
の向上、物流の最適化などを推進しています。こうした
活動の結果、2007年度の国内物流からのCO2排出量は
2.0万トンとなり、エネルギー消費原単位を2006年度
に比べ3％削減しました。（図1）
※1  貨物輸送の方式をトラックや航空機から、CO2排出量が少ない鉄道や船舶な
どへ転換すること。

モーダルシフトの推進
　中・長距離の輸送において、トラックに比べてCO2

排出量が少ない鉄道や海上輸送への変更を進めていま
す。2007年11月から、群馬県にあるNSKステアリン
グシステムズ（株）で生産する製品を九州のお客様まで
輸送する方法を、トラックからカーフェリーを用いた輸
送に切り替え、CO2排出量を50％以上削減することが
できました。また、製品を載せるパレットの形状を見直
し、収容数を12本から16本へ増やして、輸送効率を大
幅に向上させました。

●共同輸送の推進
　NSKグループでは、製品と部品の輸送を融合した「共
同輸送」により物流効率を向上し、CO2排出量を削減す
る取り組みを進めています。具体的には、主要な幹線便
の相互活用、複数のお取引企業を地域別に循環するミル
クラン※2や、お客様に製品を納品した帰り便での調達品
輸送などを行っています。
　なお、「共同輸送」を行うお取引企業は2007年度まで
に168社となり、全体の約30％になりました。
※2  複数の出荷元に輸送便を循環運転し、自社まで調達品を引き取る牛乳集荷の
ような輸送方法。走行距離や便数を削減することができる。

包装資材の削減に向けた取り組み
　NSKグループでは、物流に用いる包装資材の3Rに取
り組んでいます。使用済みの包装資材を再利用するた
め、きめ細かく分別を行っています。製品をパレットに
固定する樹脂製バンドや樹脂コンテナなどは、すでにリ
サイクルを実施しています。
　また、木材使用量を削減するため、パレットを木製か
ら樹脂製に変更する取り組みも進め、2007年度の木製
パレット購入量を2006年度に比べて19％削減しまし
た。（図2）

地球にやさしい物流をめざして

1 2

輸送モード転換によるモーダルシフト図1

1 2

●現行輸送

NSKグループ工場 倉庫 お客様10tトラック ミルクラン

●カーフェリーによる輸送

倉庫 お客様カーフェリー ミルクラン20tトレーラ 20tトレーラ

モーダルシフト CO2削減効果：50％以上

木製パレット購入量の推移図2

NSKグループ工場
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事業所における取り組み
NSKグループでは、グローバルに環境保全活動を展開しています。
各事業所の活動の中から、4極（日本、欧州、米州、アジア）での取り組みを紹介します。

NSK福島株式会社日本

　NSK福島（株）は操業当初から「自然環境との調和」をめ
ざし、NSKグループの国内事業所で最初にISO14001の
認証を取得するなど、積極的な環境保全活動により豊か
な自然を後世へ残すため、活動を進めています。
● 廃棄物　リサイクル率100%をめざしています。今ま
で埋め立て処理していたプラスチックフィルターは処理
業者の開拓により、リサイクルできるようになりました。
● 化学物質　PRTR法対象物質を削減しています。対象
物質が含まれている油剤などを毎年計画的に削減し、こ
れまでに使用する品目数を約70％削減しました。
● 省エネルギー　エネルギーの効率的な使用をめざし、
製造品種構成に応じ生産ラインの集約を行いました。

● 地域社会に貢献　小学生の工場見学会を行い、工場の
環境への取り組みについて説明しました。
　2008年度は、大型製品の増加に伴い増えている研削
くずの排出量と処理費用の削減を行う予定です。ブリケッ
ト機※1を導入し、研削くずを製鋼材料としてリサイクル
していきます。また、空
調設備を省エネタイプへ
転換することで、CO2排
出量の削減も行います。

NSKベアリング・ヨーロッパ社
（ピータリー工場）

欧州

　NSKベアリング・ヨーロッパ社のピータリー工場は、
1976年にNSKグループが欧州で初めて設立した工場で
す。イギリスの東海岸に位置し、近くに水源がいくつもあ
り、環境に対する責任を強く意識し活動しています。
　その活動の一つがリサイクル率の向上です。2007年
度は研磨などの製造過程から排出されるろ過廃棄物のリ
サイクルに取り組みました。
　ろ過廃棄物は、多量の水と油を含んでいるためリサイ
クルが困難で、何年にもわたり埋め立て処理を続けてい
ました。しかし、新たな設備を導入することにより、リサ
イクルが可能となったのです。そのリサイクルは、まず熱
交換器と凝縮器を使い、油と水を廃棄物から分離します。

油と水は化学的に処理され、油は暖房用の燃料として使
用し、水は下水処理システムで処理します。残りの固形
廃棄物は、特殊赤外処理で残っている油分を除去し、無
害化します。
　この新たなリサイクルを開始したことで、有害な廃棄
物を無害化し、埋め立て
量を減らすことができま
した。今後もリサイクル
率アップなど地道な活動
を続け、環境にやさしい
会社であり続けたいと考
えています。

工場見学会

環境管理責任者

加藤 博之

ろ過廃棄物の収集に使用される専用の容器

所 在 地 ： 3 Brindley Road, South West Industrial Estate, 
  Peterlee, Co. Durham, SR8 2JD, U.K. 
従 業 員 数 ： 386名（2008年3月末現在）
事 業 概 要 ： 自動車用軸受、中型軸受の製造
ISO14001取得 ： 1999年2月16日

環境管理責任者

マルコム・ウェイツ

所 在 地 ： 福島県東白川郡棚倉町大字堤字ニカキ180-1
従 業 員 数 ： 427名(2008年3月末現在)
事 業 概 要 ： 軸受の製造
ISO14001取得 ： 1998年7月31日

※1  
加圧により汚泥状の研削くずから水
分を取り除き固形物化（ブリケット）を
つくる設備。
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NSKコーポレーション社
（フランクリン工場）

米州

　NSKコーポレーション社のフランクリン工場は、敷地
の周囲を畑に囲まれたのどかな環境にあり、この恵まれた
自然環境を守るため、環境保全活動に取り組んでいます。
　その活動の一つが、工場で使用する灯油を低VOC※2 

製品へ置き換えるための試験です。組み立て工程や最終
研磨工程で洗浄のために使っている灯油は、蒸発すると
光化学スモッグの原因になるといわれています。そのた
め、環境にやさしい製品への代替を検討しています。
　また、リサイクル率の向上にも力を入れています。2007 
年度のリサイクル率は96％に達しており、段ボール、紙、
プラスチック、廃水、プリンタおよびトナーカートリッジ
など、その対象は多岐にわたります。使用済みの砥石や

工場の清掃に使用するモップのヘッドなどもリサイクル
の対象に含まれています。
　わたしたちの目標は2010年までにリサイクル率98%
を実現すること。この目標を達成することはたやすいこ
とではありません。しかし、地球環境の保全と再生可能資
源の保護に貢献すべく、
目標達成に向けて一層
努力を続けていきます。

常熟恩斯克軸承有限公司アジア

　常熟恩斯克軸承有限公司は、創業以来、全従業員が高
い意識をもって環境保全活動に取り組んでいます。その
活動が評価され、2006年には「蘇州市清潔生産企業」の
称号を、また2007年には東南経済開発区における「環境
保護先進企業」の称号を授与されました。
　わたしたちが力を入れて取り組んでいる環境保全活動
は、リサイクル率の向上です。製造工程で発生した鉄く
ずや研磨くず、汚泥、紙、パレットなど、さまざまな種類
の廃棄物を資源化し、リサイクル率を向上させています。
将来に向け、さらなるリサイクル率の向上をめざしてい
ます。
　また、従業員の安全確保も重要な課題の一つと捉え、

安全への取り組みも積極的に推進しています。その取り
組みの一つが毎年全従業員が参加して実施する防火・応
急訓練です。あらゆる事態を想定した訓練を行うことに
より、職場の安全確保に努めています。
　これからは、従業員の環境意識をさらに育て、安全そ
して環境保全への取り
組みを積極的に進めて
いきます。

段ボール、紙、プラスチックなどに
分別、圧縮してリサイクル

環境管理責任者

ケビン・ドッズ

防火・応急訓練

所 在 地 ： No.66 Dongnan Road, Changshu Southeast Economic 
  Development Zone, Changshu City, 
  Jiangsu, China （215500）
従 業 員 数 ： 425名(2008年3月末現在)
事 業 概 要 ： 自動車用ニードルベアリングの製造
ISO14001取得 ： 2007年3月12日

所 在 地 ： 3450 Bearing Drive, Franklin, Indiana 46131, U.S.A
従 業 員 数 ：351名（2008年3月末現在）
事 業 概 要 ： 自動車用軸受の製造
ISO14001取得 ： 2002年11月15日

環境管理責任者

張 偉（ジャン・ウエ）

※2  
VOCとは、Volatile Organic Compo-
und（揮発性有機化合物）の略。
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沼地にマングローブを植える従業員 オランウータン保護と生息環境の改善活動プロジェクト

きめ細かく分類するための容器

その他の環境活動

●マングローブの植林
　NSKベアリング・マニュファクチュアリング（タイ）社
は、マングローブの植林活動に参加しています。この活
動は、海岸線の保全と二酸化炭素削減を目的としたもの
です。2007年11月、バンコク近郊にあるバンパコン川
が海に流れ込む地点にある沼地にて、25名の従業員が
300本のマングローブを植えました。

生態系保全への取り組み
●日本経団連自然保護基金への寄付
　日本経団連自然保護協議会は、「自然界と共栄できる
経済社会」の実現をめざし、1992年に設立されました。
企業の自然保護活動を啓発・普及するとともに、公益信
託日本経団連自然保護基金を通じ、アジア太平洋地域や
国内の自然保護プロジェクトを支援しています。
　NSKは1993年より同基金への寄付を通じて、生物多
様性を保全するための活動を支援しています。

オフィスでの取り組み
　本社部門では資源を有効利用するため、用紙の使用量
削減やごみの分別､省エネルギーなどに積極的に取り組
んでいます。

●用紙の使用量削減
　両面コピーや裏紙の使用、会議時に配布する資料の見
直しを推進しています。さらに、社内通知や手続き書類
の電子化、電子帳票の導入など、ITを活用したペーパー
レス化にも取り組んでいます。

●ごみの分別・省エネルギーの推進
　分別容器を用意し、資源ごみ、燃えるごみ、燃えない
ごみ、ビン・缶・ペットボトル、生ごみの5種類にきめ細
かく分別しリサイクルしています。
　省エネルギーへの取り組みとして、夏季（6～9月）の
冷房温度を28℃に設定する「クール・ビズ」と、冬季（12

～3月）の暖房温度を20℃に設定する「ウォーム・ビズ」
を実施しています。さらに、昼休みの消灯、パソコンの
スイッチオフなど、身の回りの節電にも努めています。
また、文房具などの事務用品を購入する際は、環境負荷
の少ないものを優先する「グリーン購入」を実施していま
す。
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執行役専務 コーポレート経営本部長
事業企画本部長
コンプライアンス本部長
松田 和雄

profile

一橋大学経済学部卒業後、株式会社 日本総合研究所入社。経営戦
略研究部、技術研究部を経て、現在ESGリサーチセンター長。主に
企業の社会的責任の観点からの産業調査、企業評価を手がける。著
書に『地球温暖化で伸びるビジネス』（共著・東洋経済新報社）など。

株式会社 日本総合研究所  
主席研究員

足達 英一郎 氏

第 三 者 か ら の ご 意 見

　社会的責任投資のための企業情報の提供を金融機関
に対して行っている立場から、本書を通じて理解した
NSKグループのCSR（企業の社会的責任）活動に関し、
第三者意見を以下に提出します。
　「回転と制御の技術を究めていくことで地球社会に
貢献していく」というビジョンは明快です。低摩擦軸受
に交換することで世界中で削減できる温室効果ガスの
量などを算定し、その効果の推移を技術革新の成果と
して毎年、報告していただきたいと考えます。
　買収防衛策に関する記述も興味深く拝見しました。
「対象となる企業の企業価値の源泉を構成すると考えら
れるステークホルダーの存在を無視して、自己の短期
的な利益の実現を追求していると疑われる株式の大量
取得行為が顕在化しつつある」との認識を踏まえ、CSR
レポートにこの内容を詳述されたことを評価します。
　一方、従業員の過半数が海外に存在しているにもか
かわらず、「従業員とともに」の報告対象範囲が国内事
業所に限定されているのは課題です。第146期有価証
券報告書の「事業等のリスク」の項目に「海外の国または
各地域においては、労使慣行の相違が存在し、また法
環境の変化、経済環境の変化、社会環境の変化など予
期せぬ事象を起因とした労使関係の悪化、労働争議の

　貴重なご意見ありがとうございました。
　NSKグループでは、皆さまとより良い関係を
築きながら、本業であるモノづくりを追求し社
会に貢献していくことをめざしています。そのた
めには、グループの全従業員が日々の業務の質
を高めるとともに、皆さまにご提供する情報の質
も高めることが重要です。いただいたご意見は、
次のレポートの内容に反映させてまいります。
　技術革新の成果につきましては、製品の環境

効率指標という形で報告いたしたいと考えます。
また海外事業所の従業員に向けたCSRの取り組
みは、今回、中国における活動事例を特集ペー
ジにご紹介しましたが、今後、より多くの情報を
網羅するとともに、マテリアルなリスク要因とし
てご指摘のありました諸点に関しましては、ご意
見を真摯に受け止め、着実に取り組みにつなげ
てまいります。

可能性があり、その場合には事業の遂行に制約が生じ
る可能性があります」と記載があることからも、海外事
業所の従業員に向けたCSRの取り組み開示を強く望み
ます。
　この他、CSRの観点から御社事業にマテリアル(重
要)なリスク要因として、「化学物質管理」「土壌汚染対
策」「輸出管理」があると判断しています。使用する規制
対象の有害物質については、計画的な全廃計画の達成
あるいは代替物質の見通しをご教示ください。現在、浄
化を継続している土壌・地下水汚染については、浄化
の見通しと所要の経費見積額をご教示ください。輸出
管理についても厳正な審査・判定の結果、輸出を行わ
なかった事例を可能な範囲でご紹介ください。
　地球温暖化対策について、従来のCO2の原単位削減
目標を、今後は排出総量の削減目標に置き換えるとい
う企業姿勢を支持します。今後の一層の取り組みを期
待します。
　なお、このコメントは、本報告書が、一般に公正妥当
と認められる環境報告書等の作成基準に準拠して正確
に測定、算出され、かつ重要な事項が漏れなく表示さ
れているかどうかについて判断した結論を表明するも
のではありません。

ご意見をいただいて
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