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| 精機製品 ||自動車関連製品 |

日本精工（NSK）グループの3つの事業

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機械に
使用されています。

NSKグループの製品が最も多く使
われているのが自動車。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や、電
動パワーステアリング（EPS）など、
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ています。

鉄鋼設備用軸受 車軸用ハブユニット軸受 電動パワーステアリング ボールねじ メガトルクモータ™風力発電機用軸受

| 産業機械軸受 |

暮らしの中のNSK
日本精工株式会社（NSK）は、1916年に日本で最初に軸受（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。
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■�日本精工（NSK）グループでは、CSR
（企業の社会的責任）を、「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。本レポートは、そのため
に、わたしたち一人ひとりが社会の
期待に対し、どのように考え、どの
ように応えているのかを分かりやす
い記述・表現で報告しています。ま
た、できるだけ多くの従業員が登場
することで、“顔”の見えるレポート
をめざしました。

■�より多くの皆さまにNSKグループ
の活動をご覧いただくために、色覚
の個人差にかかわらず、見やすいよ
う配慮しています。

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「環境報告書ガイドライン（2007年版）」を参考に編集しました。

対象期間
2008年4月から2009年3月

はじめに

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、以下のとおり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。

［海外］
・�稼働開始から3年を経過する生産拠点を対象としています。

コーポレートガバナンス………………… 16
コンプライアンス………………………… 17
危機管理／情報セキュリティ…………… 18

CSRを支える仕組み

製品・サービスの品質・安全… ………… 20
人材育成とキャリア開発………………… 22
活力ある職場づくり……………………… 24
地域社会との共生………………………… 26
次世代への教育支援……………………… 27
株主・投資家とのコミュニケーション…… 28

社会とNSK

第三者からのご意見……………………… 48
企業情報…………………………………… 49

CLOSE UP：
環境効率指標と環境貢献型製品………… 30
環境マネジメント………………………… 34
地球温暖化対策…………………………… 38
省資源・リサイクル対策… ……………… 42
環境負荷物質対策………………………… 44

環境とNSK

・�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
・�千歳産業株式会社
・�旭精機株式会社

・�信和精工株式会社
・�株式会社天辻鋼球製作所
・�AKS東日本株式会社
・�NSKマシナリー株式会社
・�NSKロジスティックス株式会社

＜「環境とNSK」の対象範囲＞
［国内］
・�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）

パソコン

工作機械

複写機

飛行機

産業用ロボット

エレベーター

自動車
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の企業不祥事からも明白です。
　わたしたちNSKグループは、このことをしっかりと
認識して、本業のモノづくりを通して社会からの期待
に応えていきたいと考えています。

　NSKグループの主要製品である軸受は掃除機、洗
濯機などの家電製品から、自動車、鉄道車両、航空機
などの輸送用機械、さらには製造工場で活躍する産業
用ロボットや工作機械まで、実にさまざまな場所で使
われ、滑らかな回転を支えています。このことから、「産
業の米」と呼ばれることもあります。
　わたしたちが高品質な製品を追求することは、社会
のさまざまな場面で豊かな生活を支えている機械が、
与えられた目的通りに作動することを助け、その信頼
性を高めることになり、円滑で安全な社会を下支えす
ることにつながります。エネルギーロスを減らす技術
を追求することは、省資源や省エネルギーに役立つこ
とになり、地球環境の保全につながります。
　また、ボールねじやリニアガイド、電動パワーステ
アリング（EPS）などの軸受以外の製品群も、軸受で
培った基盤技術を活かし、高品質と省資源、省エネル
ギーを実現しています。
　このような特長を持ったわたしたちの製品を、お客
様のニーズや、地域、社会からの期待に応えられるよ
うレベルを高めていくこと。さらにそのことで、広く世
界中のお客様に喜んで使っていただけるようにするこ
と。これらのことが、豊かな社会づくりと地球環境の
保全に向けて、NSKグループが果たしていく使命です。

本業を通じて社会からの期待に応える
それが豊かな社会づくりと
地球環境の保全に向けて、
NSKグループが果たしていく使命です

　昨年度は、今までに経験したことがないほどの急激
な世界経済の減速に直面しました。私は、どのような
厳しい経済環境にあっても、お客様に喜んでいただけ
る製品やサービスを安定的に提供していくことが、モ
ノづくりの会社として最も基本的な責任であると考え
ています。そのためには、安定した経営を維持するこ
とが重要です。2009年3月期の第4四半期は赤字に
陥りましたが、それをいち早く黒字へと回復させてい
くことが喫緊の課題です。役員・従業員の一人ひとり
が危機感を共有しながら、意識を集中して必要な対策
を進めています。
　一方で、中・長期的な視点から考えますと、CO2な
どの温室効果ガスの増加に伴う気候変動や、資源の逼
迫、食料不足など、まさに地球の有限性を実感させら
れるような、さまざまな問題がクローズアップされて
います。豊かな社会の持続と地球環境の保全を両立さ
せ、持続可能な社会を実現していくことが人類共通の
課題となっています。
　また、企業の活動がグローバルに拡大し、大きな影
響力を持つようになってきています。豊かな社会を持
続するために、企業も応分の責任を果たしていくこと
が期待されています。環境保全はもちろん、雇用や人
権への配慮、安全な職場づくりなど、社会からの期待
を的確に捉えて積極的に取り組む企業は、高い評価を
得て発展していくことが可能となるでしょう。しかし、
必要な取り組みを怠ったり、期待に反するような行為
を行ったりする企業は、その存続が危ぶまれる状況に
至ってしまうことは、昨今、世の中で起こっている数々

トップメッセージ

社会からの期待に応えていくために1

社会のさまざまな場所で使われる
部品のメーカーとして
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　NSKグループは、地域からの期待に的確に対応し
ていくことで地域社会から支持され、地域とともに成
長していきたいと願っています。
　例えば、発展著しい中国では、より豊かな社会の実
現に向けて、その基盤となる産業を高度化していく
ことが求められています。この流れを受けて、NSKグ
ループでは2009年秋に新しい技術センターをオープ
ンさせる計画です。これまでの中国技術センターは、
玉軸受の評価試験などのサービスを中心とした活動
を行ってきました。新しい技術センターでは、さらに
中国特有のニーズにきめ細かく対応した製品を、中国
のスタッフが開発していく予定です。これによって、
開発から生産、アフターサービスまでのすべてのプロ
セスを中国の国内で完結する、モノづくりの真の現地
化を可能にし、地域に根ざした事業活動を展開してい
きたいと考えています。
　また環境面では、豊かな社会を支えるエネルギー源
も、将来、石油や石炭といった化石燃料から、風力発
電や太陽光発電などのCO2の排出量が少ないものに
シフトしていくものと予想されています。また、自動
車や家電製品などの消費財にも、一層の省エネルギー
が求められていくものと考えています。
　NSKグループでは、風力発電用の軸受や太陽光パ
ネルの製造装置産業への部品供給など、環境関連の
分野への対応を強化しています。また、それぞれの
NSK製品の環境貢献のレベルを高めていくため、製
品開発の分野での取り組み※にも注力しています。さ

らにNSKグループの各工場においても、設備の省エ
ネルギーや資源の節約などの対策を、地道にコツコツ
と着実に進めています。

　これまでお話してきたように、NSKグループが社
会からの期待に応えていくためには、まずは基本に
立ち返って、企業の土台を頑丈にしていくことが大切
です。これには、なんといっても「人づくり」が重要で
す。従業員への品質教育、技術教育はもちろんのこと、
2009年度は、これまで以上にCSRやコンプライアン
ス、企業倫理の教育にも力を入れていきます。もちろ
ん、日本国内だけではありません。世界中のNSKグ
ループの従業員が意識を高め、高い倫理観を持って業
務の品質を向上させ、社会からの期待にしっかりと応
えられるように、取り組みを進めていきます。

　NSKグループは、数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。そのためには、
皆さまと情報や価値観などを共有しながら、より良い
関係を築いていくことが大切だと考えています。本レ
ポートが皆さまとのコミュニケーションを深めるため
の一助になれば幸いです。本レポートの内容のみなら
ず、NSKグループの事業活動などに対して、忌憚のな
いご意見をお寄せください。

日本精工株式会社　取締役 代表執行役社長

※ 詳しくは、P30「環境効率指標と環境貢献型製品」をご覧ください。

本業を通じて、豊かで持続可能な
社会づくりに役立っていきます

3

活動を支える人づくり4

最後に5
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NSKグループの
企業価値向上

持続可能な社会

NSK

社会が抱える課題

● ● ●  NSKグループの取り組み

●情報セキュリティ
          ●危機管理 
             ●コンプライアンス    
            ●コーポレートガバナンス

　  ●環境負荷物質対策
　　   ●省資源・リサイクル対策
　　  ●地球温暖化対策
●環境マネジメント　 　●地域社会との共生

●次世代への教育支援
  ●株主・投資家との 
  　コミュニケーション　　
　　　●活力ある職場づくり
　　　　    ●人材育成とキャリア開発
　　　　　           ●製品・サービスの品質・安全

資源の逼迫

豊かで貧困のない社会

差別のない社会

安全な社会

地球温暖化の防止

生態系の破壊防止

環境汚染・破壊の防止

企業の不祥事防止

紛争のない社会

CSR
　N S Kでは企業理念を「N S K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。」と
定め、地球環境の保全と人類・社会の発展に貢献する
ことを明確にしています。
　わたしたちは、豊かさと地球環境の保全が両立する
持続可能な社会の実現に向けてすべきことを、この企

NSKグループの

NSKグループのCSRの考え方

業理念に沿って、実直に、着実に取り組んでいます。
すなわち、わたしたちはモノづくりの会社として、過
去も現在も未来も、より信頼性が高く、よりエネルギー
ロスの削減に役立つ最高品質の製品やサービスを
日々追求し、世界中のお客様をはじめとするステーク
ホルダーの皆さまに満足していただくことをめざして
います。このことは同時に、わたしたちNSKグループ
の企業価値の向上につながっていると考えています。
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NSKグループ

NSKグループのCSR

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。
※  ステークホルダーとは、企業活動を行う上でかかわる人。

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。

社内スローガン
個を越えて、今を超えて

Beyond Limits, Beyond Today

対外メッセージ
しなやかに、限りなくMOTION & CONTROL™

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

NSKグループのステークホルダー

従 業 員
NSKグループで働くすべての従業
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
従業員に対する責任だと考えてい
ます。

お 客 様
わたしたちのお客様は、製品を
購入してくださる企業と、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 取 引 先
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
取引先との良好な関係を、ますます
強化していきたいと考えてい
ます。

株 主・投 資 家
経済・社会・環境の全側面におい
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。 次 世 代

NSKグループにとって、未来を
担う子どもや学生も大切なステー
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。

地 域 社 会
NSKグループは、世界約200
カ所に事業拠点を持ち、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。
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2008年度のCSR活動の実績と2009年度の目標

項目 2008年度目標 2008年度実績 評価 掲載
ページ 2009年度目標

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

コーポレート 
ガバナンス

内部統制システムの
整備と向上

内部統制報告制度に対応し、財務報告にか
かる内部統制の有効性をグローバルに確保 ○

P16

財務報告にかかる内部統制
の有効性の継続、および統
制の標準化

「NSKグループ業務基準」の制定と国内か
らグループ展開を開始 ○ 「NSKグループ業務基準」を

海外のグループ会社へ展開

コンプライアンス

「NSK企業倫理規則」 
の改定

「NSK企業倫理規則」に、労働における基本
的権利の尊重と、地球環境の保全に関する
行動指針を追加

○

P17

「NSK企業倫理規則」（改定
版）のグループ会社への展開
と研修の実施海外赴任者向け 

コンプライアンス教育 
の実施

海外赴任者向けに、コンプライアンス全般お
よび海外の独占禁止法に関する研修を開催 ○

グローバル各極の 
輸出管理体制の 
レベルアップ

「安全保障輸出管理基準（グローバル業務
基準）」の制定およびグループ会社への発信 ○

「安全保障輸出管理基準」を
海外拠点、国内グループ会
社へ展開

危機管理 大規模地震を 
想定した対策の強化

・  首都直下型大規模地震発生を想定した、
対策本部訓練の実施
・  災害発生時の通信手段の強化

○ P18

・  大規模地震対策の継続・
強化
・  新型インフルエンザ予防対
策とBCPの策定開始

情報セキュリティ

・  情報セキュリティ教
育の充実
・  営業部門を中心と
した意識付け活動

・  業務上パソコンを使用している全役員、従
業員に対して情報セキュリティのe-ラーニ
ングを実施
・  営業部門向けに情報セキュリティの集合
研修を実施

○ P18

  情報セキュリティ研修の拡
充（海外グループ会社用研
修、中途入社者用研修、職
種別研修）

社
会
へ
の
取
り
組
み

製品・サービスの
品質・安全

業務品質向上を 
めざした活動の推進

本社の間接部門において、業務品質向上の
ための活動を開始 ○

P20

〜

 21

・  ユーザ向けの教育ツール
の多言語化
・  業務品質向上活動の範囲
拡大
・ 「CSR調達ガイドライン」 
　（仮称）の策定およびお取 
　引先への展開

CSR調達の推進

・  調達方針説明会などで、お取引先にCSR
の取り組みを要請
・  部門連携を強化し、課題を把握。今後の
方針をまとめた

○

人材育成と
キャリア開発

教育・研修 
プログラムの拡大

・  NSKインスティテュート・オブ・テクノロ
ジー（技術教育）が世界中の技術拠点で講
義を開始
・  営業部門向けに教育体系を整備し、職種・
専門別教育を強化

○
P22

〜

 23

・  自己啓発型研修の対象地
域の拡大と内容の充実
・  e-ラーニング研修の充実

活力ある
職場づくり

仕事と育児の 
両立支援

仕事と家庭の両立支援の諸施策（armo［ア
ルモ］、ガイドブックなど）を展開することで
社内のワークライフバランスの理解が広が
り、育児休業取得率が向上（07年度64％
→08年度94％）

○
P24

〜

 25

モデルラインを設定し、工場
の安全衛生に資する網羅的
なリスクアセスメントを実施

障がい者雇用 
特例子会社の設立

障がい者に職業的自立と社会参加の場を提
供するための特例子会社、NSKフレンドリー
サービス（株）が営業開始

○

地域社会との
共生

地域社会の 
発展に貢献

・  国内各工場や配送センターにて、事業所
周辺の清掃活動を継続して実施
・国内外の事業所にて、献血活動に協力

○ P26
地域への情報提供のモデル
事例をつくる

次世代への
教育支援

子ども科学教室を
他地域に展開 新たに前橋地区にて子ども科学教室を開催 ○ P27

よりニーズに合った子ども科
学教室のプログラムの開発

CSRレポート2008で掲げた目標に対する実績と、
2009年度、重点的に、または新たに取り組む課題を「2009年度目標」として設定しました。
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NSKグループのCSR

　達成　　　一部達成　　　未達成

項目 2008年度目標 2008年度実績 評価 掲載
ページ 2009年度目標

株主・投資家との
コミュニケーション

IRイベントの充実 自動車事業説明会を開催し、よりニーズに
合った情報を開示 ○

P28

IRツールの充実
（�ホームページ「投資家情
報」のリニューアル＜和文、
英文＞）

ホームページなどの
IRツールの改善

・��アニュアルレポートの充実（経営層による
メッセージ性の強化、海外事業の戦略など
内容の充実）
・��ホームページの改訂作業を実施中

○

環
境
へ
の
取
り
組
み
（
抜
粋
）

環境マネジメント

地下タンクの
廃止を促進 地下タンク3施設を廃止 ○

P34

〜

 37

・��油などの流出事故発生“0”
・��海外全工場で製品化学物
質委員会を設立

緊急時の油漏洩対策 油漏洩事故などの緊急事態を想定した訓練
を計167回実施 ○

環境保全意識の高揚 各種研修を実施
（受講者：延べ18,346名） ○

環境効率指標と
環境貢献型製品

環境貢献型製品の
創出 環境貢献型製品を14件創出 ○

P30

〜

 33

・��環境貢献型製品の創出
・��NSK製品の使用段階での
CO2削減量評価環境貢献度を評価�

する指標作成
NSK環境効率指標Necoの制定と�
その計算マニュアル完成 ○

地球温暖化対策

CO2排出量での
削減目標を決定

「2012年度のCO2排出量を2006年度実
績以下」にするという目標を設定（国内） ○

P38

〜

 41

・��CO2排出量を2006年度
実績以下（国内）
・��CO2排出原単位9.6％削減
（1999年度比／国内）

テーマ別に
ワーキンググループ
活動を推進

コンプレッサー、空調、給水ポンプ・ファン、
油圧ユニット、照明の5テーマで活動。改善
の具体案策定

○

物流段階の�
エネルギー消費�
原単位、2006年度�
比2％削減

物流段階のエネルギー消費原単位、2006
年度比3％削減（国内） ○

省資源・
リサイクル対策

効率的な鋼材切断に�
よるムダの排除

リニアガイドレールの切断後に発生する端
材を60％削減 ○

P42

〜

 43

・��ゼロエミッションの維持
・��廃棄物等のリサイクル率�
98%以上の維持（国内）

素材のムダの排除
電動パワーステアリング（EPS）部品のプレ
ス打ち抜き方法の見直しにより、鋼材抜きカ
スの廃棄量30〜40％削減

○

リサイクル率�
98％以上の維持 リサイクル率98.8％。目標達成（国内） ○

ゼロエミッションの�
維持

ゼロエミッションを達成
（埋め立て処分率0.8％） ○

包装資材の再資源化�
計画の立案と推進 日本と中国間で通い箱の運用を開始 ○

環境負荷物質対策

副資材における�
グリーン購入の実施

副資材（防錆油・接着剤）のグリーン調達を
試行 ○

P44

〜

 47

・��重点管理取引先への現地
監査の実施
・�「グリーン調達システム」��の�
��運用開始（アセアン2工場）

海外工場でのグリー
ン調達強化

・��「NSKグループ�グリーン調達基準書」の�
　英語版、中国語版完成
・��中国の全工場で、「NSKグループ�グリー
ン調達基準書」改定の説明会を実施

○

塩素系添加剤を�
含有する加工油剤の�
削減を強化

塩素系添加剤を含む加工油剤の購入品目
数を91％削減（国内） ○

※ �詳細は、P34-35をご覧ください。

※
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CSRを
支える
仕組み

環
境

環境マネジメント
NSKグループの環境活動に対するコミットメントに自信を
持っています。それは「良き隣人」としての行動を示すだけで
なく、ビジネスの成功の物差しだと思います。

NSKコーポレーション社 品質保証環境部
Marcia Fournier

コーポレート
ガバナンス
『トータル・クオリティーNo.1』
を達成するため、グローバルな
業務品質向上を支える規程の
整備に取り組んでいきます。

経営企画本部　土屋 安司

コンプライアンス
NSKのコンプライアンスのバ
イブルである「NSK企業倫理
規則」が絵に描いた餅とならぬ
よう、「実効性」をテーマに、周
知・教育活動を展開します！

コンプライアンス本部 法務部　
工藤 朝道

環境負荷物質対策
生活環境を守るため、わたした
ちの工場はみんなでより環境に
やさしいものを購入します！

東莞恩斯克転向器有限公司 購買部
金 春華

危機管理
大規模地震対策のメンバーです。他のメンバーと協力し、
人命第一を基本に、大規模地震に対する被害の最小化、最
短復旧に向けた施策を計画・展開します。

情報セキュリティ
従業員の皆さんが納得して行動できる、セキュ
リティ意識の高いNSKグループにします。

IT業務本部 IT企画グループ 主務　山田 学

わたしたちの“やる気”宣言

総務部 主務 梶川 洋一
危機管理委員会・
事務局 マネジャー 鵜飼 正彦

人事部 主務 山本 豊寿
生産本部
グループマネジャー 小池 義治

8



社会
NSKグループのCSR

地球温暖化対策
将来を担う子どもたちのために、地球
温暖化の要因とされる物質の削減に本
気で取り組みます。

総合環境部 副主務　池谷 晃一

製品・サービスの品質・安全
不良品「0」・機械停止「0」の生産工程をつく
り上げ、水平展開することで、NSK製品の
品質向上に励みます。

NSK福島（株） 品質保証課
主務　金沢 充

活力ある職場づくり
多様性を受け入れることで、会
社の成長と個人の幸せをつなげ
ようとするのがダイバーシティ。
この考え方を、社員に知っても
らう取り組みを進めます。

ダイバーシティ推進チーム
主務　三塚 義治

人材育成とキャリア開発
NSKで働く皆さんが、明るく、楽
しく、やる気満々で働くことができ
るよう、教育という側面からバック
アップしていきたいと思います!!

恩斯克投資有限公司
人事部　辛 雪

地域社会との共生
わたしたちやNSKグループには、大小
の差はあれ、多くの天賦の才がありま
す。それを、多くの人々に提供してい
きたいと思います。

NSKインターナショナル・シンガポール社 
財務部
Francis Tan

株主・投資家との
コミュニケーション
海外でのIRイベントへの同行を
めざして日々勉強中です。株主・
投資家の皆さまに、一人でも多く
NSKファンになっていただける
よう、頑張りたいと思います！

IR・CSR室　林 加奈子

次世代への教育支援
次世代に残せる財産は、彼らが社会で活躍できるよう準備するだけではあり
ません。環境を守り、子どもたちに関心を持ち続けていきます。この2つが博
愛と創造性にあふれる明日をつくる柱だと思います。

NSKブラジル社 産業機械ユニット
Maria Edvania Simoes 

省資源・リサイクル対策
環境関連法規とその要求事項を満たすことを約束します。
そして、廃棄物を減らしていきます。同時に、リサイクル活
動にも精力的に取り組み、環境負荷と廃棄物コストの削減
を実現します。

NSKベアリング・ポーランド社 環境保全部
Małgorzata Skuza
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［特集］

人とクルマの仲を
取り持ちます
　皆さんは、どんなクルマを運転したいと思われ
ますか？ 多くの方が環境にやさしく、安全で快
適な、思った通りに気持ち良く運転できるクルマ
と考えるのではないでしょうか。
　右に行きたい時は右に、左へ行きたい時は左
に、ドライバーはハンドルを回します。このよう
に、行きたい方向をクルマに伝えるための装置を
「ステアリングシステム」と呼びます。
　人の意思を伝えるだけでなく、ステアリングシ
ステムにはクルマからの情報をドライバーに伝
える役目もあります。ハンドルからの手応えで、
今走っている場所がガタガタ道なのか、滑りやす
い道なのかが分かるのです。クルマの状態が分
かるから、ドライバーは安心して思い通りに運転
を楽しむことができます。
　従って、人とクルマのコミュニケーションには、
ステアリングシステムが必要不可欠。意思の疎
通を実現するステアリングシステムがあるから
こそ、人とクルマは分かり合えるのです。

コラム
ハンドルを固定すると同時に、ド
ライバーが快適な姿勢で運転す
るために、ハンドルの位置や高さ
を変えられる仕組みが備わる場
合もあります。また、もしもクル
マが衝突してしまった時に、人が
ハンドルにぶつかる衝撃を低減す
る重要な機能を持っています。こ
こにモータが付くEPS（Electric 
Power Steerings）を「コラムタイ
プ EPS」と呼びます。

インターミディエイトシャフト
直訳すると“中間の軸”。名前の通り、ステ
アリングシステムのハンドル側とタイヤ側を
つなぐ軸が「インターミディエイトシャフト」
です。ガタつきのない、スムーズなフィーリ
ングを実現する重要な役目を果たします。

ラック&ピニオン
ハンドルを回した時に生まれる回転力を直線方向の
力に変え、タイヤの向きを左右に変える力として伝え
る装置です。摩擦の少ない高精度なメカで、滑らかな
ハンドル操作を実現する役割があります。ここにモー
タが付くEPSを「ピニオンタイプ EPS」と呼びます。

ステアリングシステム
それは…人とクルマと未来を結ぶ

幸せ指向装置
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 EPS で、人とクルマの
一体感を実現します
　パワーステアリングが一般化するまでは、多く
の人が車庫入れなどで「ハンドルが重い!」という
不満を持っていました。ハンドル操作を補助する
パワーステアリングによってスムーズな車庫入れ
が可能になり、女性やお年寄りも楽に運転ができ、
誰もが自由に移動できるようになったのです。
　NSKが力を入れて取り組むのが電動式パワー
ステアリング（EPS：Electric Power Steerings）。
EPSは必要な時だけ電気でモータを動かし、モー
タの力でハンドル操作を補助します。このため、従
来の油圧式のパワーステアリングに比べて燃費が
良くなります。また、低速では軽快に、高速ではどっ
しりと、ECU（Electric Control Unit）がクルマの
状態を判断しハンドルの手応えを制御します。こう
して、ドライバーが安全かつイメージ通りに運転が
できるようにしています。将来、省エネが進みクル
マが電気で走るようになると、パワーステアリング
はますますEPS化が進むといわれています。EPS
は、時代にマッチした長所を備えているからです。

環境に
やさしい

EPSは、従来の油圧式パワーステアリングに比べて、3～5％も
燃費が向上するといわれています。これは、クルマの重量を30
～50kg軽くするのと同じくらいの省エネルギー効果があります。

ゆったり
快適

EPSはハンドルの手応えなどをコンピュータで制御します。か
なり自由に調整できるので、コンパクトカーに高級車のような
優雅な手応えを与えることも可能です。

クルマは
安全

EPSは、クルマが置かれた状況を分かりやすくドライバーに伝
えます。例えば、タイヤが滑っていることをハンドルの手応えで
知らせ、適切な操作を促すことでクルマの安全性を高めます。

EPSの長所、ベ
スト3

ジョイント
シャフトとシャフトをつな
ぐための部品です。2つの
シャフトをつなぐ時に角度
が変わっても、ハンドルを
回すことで発生した回転
力を次のシャフトにつなげ
ます。ジョイントの精度が
高いほど、ハンドルの手応
えが滑らかになります。

E
ECO

S
SAFETY

P
PLEASANT

E
ECO

S
SAFETY

P
PLEASANT

E
ECO

S
SAFETY

P
PLEASANT
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スリップ予防機能の付いていないEPS NSKのスリップを予防するEPS

世界最短 
約30cm

〈テスト車での実験〉 〈テスト車での実験〉

またハンドルを握りたくなる!
嬉しい、楽しい、NSKの

省燃費で駐車も楽  々
狭い道もスイスイ 
走ります
　狭いスペースでの駐車に苦労したり、細
い道でのすれ違いで神経をすり減らしたり。
そんな場面では、コンパクトなクルマのほ
うが楽に運転できると思いませんか。コン
パクトカーならガソリン代も節約できます。
　優れたコンパクトカーに必要なのが、小
型で高性能なEPS。NSKは、世界最短※の
EPSの開発に成功しました。これで、小さな
クルマにもEPSを使うことができ、環境に
やさしく、かつ全長が短いのでコンパクト
なクルマでも車内は広々空間を実現します。
　開発成功の秘訣は、機械（モータと減速
機）と電子制御システム（ECU）が一体化し
た仕組みにあります。“機電一体”と呼ばれ
るこのシステムが、理想のコンパクトカーづ
くりにひと役買います。※ 2009年1月NSK調べ。

詳しくは H P で!!

スリップを未然に防ぐ 
頼りがいのあるEPS
　雪道などでタイヤが滑ってヒヤッとした経
験はありませんか。NSKのEPSは、そんな場
面でクルマの安全性を高めてくれます。
　タイヤがスリップしそうになると、その情報
は人間の脳にあたるコントローラ（ECU）に送ら
れます。ECUはスリップを防ぐ方法を瞬時に判
断し、ハンドルの手応えを変えることで最善の
操作方法をドライバーに伝えます。動物の場合
は、足裏の滑りを感じると転ばないように脳が
筋肉に指令を出しますよね。それにも似た高度
な仕組みで、EPS
はスリップを防ぐ
のです。
詳しくは H P で!!

EPS
クルマやクルマ社会は大きく変化しつつあります。キーワードは、環境、安全、快適。 
NSKのEPSは、この3つすべてを満たすテクノロジーなのです。

E
ECO

S
SAFETY

P
PLEASANT

E
ECO

S
SAFETY

P
PLEASANT

E
ECO

S
SAFETY

P
PLEASANT

E
ECO

S
SAFETY

P
PLEASANT
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ECU

小型車から大型車までが 
プレミアムカーに変身
　大型の高級車でドライブした時に、その滑
らかな走行感覚に驚いた経験はありません
か。EPSは、高級車のフィーリングを小型車
でも可能にすることができます。
　また、EPSをコンパクトカーに搭載する
には、小型化する必要があります。上質な
フィーリングを実現するには高性能モータと
きめ細かな制御技術も不可欠。NSKは小型、
軽量、高出力、そして静かで滑らかなEPSの
開発に成功しています。このことにより、プ
レミアムカーの快適性が小型車から大型車
まで、さまざまな車種で実現可能になります。
詳しくは H P で!!

ガタガタやブルブルを 
消し去る、魔法の機能
　高速道路での長時間運転で、ハンドルから嫌な振動
を感じて疲れてしまった経験があると思います。原因の
一つはタイヤからの振動で、これがハンドルに伝わって
しまうのです。NSKはガタガタ、ブルブルする不快な振
動を減らすメカニズムを備えたEPSを開発しました。
　仕組みは、周囲の雑音を減らすタイプのヘッドフォン
に似たもの。振動を感じると、コントローラ（ECU）は振
動を打ち消す力を発生するようモータに指示します。“逆

位相”と呼ばれるこの力で、
振動が激減するのです。
詳しくは H P で!!

個々の技術の融合で 
総合力が高くなる
　NSKは、軸受で培われた基盤技術を
基に、優れたステアリングシステムをつく
るのに必要な要素技術をすべて持ってい
ます。まず、滑らかかつ正確に動くコラム
やジョイントなどのメカをつくる技術。そ
して、それを動かすモータや電子部品、ソ
フトウェアを開発する技術。
　これからの社会のニーズに応えるステ
アリングシステムを開発するための突破
口は、要素技術の特徴を融合させること
だと考えます。NSKは、すべての要素技
術を持つという“総合力”を武器に、より環
境にやさしく、快適で安全な製品を開発
していきます。

ステアリング 
技術センター 
電子応用開発部 
部長

遠藤 修司

E
ECO

S
SAFETY

P
PLEASANT

E
ECO

S
SAFETY

P
PLEASANT

E
ECO

S
SAFETY

P
PLEASANT

H P http://www.jp.nsk.com/csr/spsteering.html※ EPSの技術に関する内容は、ホームページをご覧ください。
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ステアリングを回すと
クルマの未来も回り始める
　未来の街で、皆さんはどんなクルマに乗りたいと思いま
すか？ 安全で地球環境と調和したクルマ社会が実現する将
来、ステアリングシステムに求められる機能も大きく変化し
ているでしょう。「曲がる」という基本性能の充実はもちろん、
さまざまな技術が融合して高度な機能を持ったものに進化
していると思います。
　例えば、「走る」「止まる」という機能とステアリングシステ
ムの連携が進むと、ドライバーの操作により忠実で、しかも
どんな状況でも安全で快適なドライブを実現する、もっと運
転が楽しくなるクルマが生まれてくるはずです。さらに、機
械が道路の状況を見て、感じて、判断する技術の発達で、自

動運転を可能にするクルマが登場する日が、やがてやってく
るかもしれません。
　NSKは、高度な技術力で「環境」「安全」「快適」を支え、い
つの日でも豊かな社会に貢献していきたいと考えています。
わたしたちの技術の源泉は「MOTION＆CONTROL」。高精
度で信頼性の高い機械と、それを制御する技術で、人の感
性に訴えるクルマづくりに役立つことが我々の願いです。
　未来の街で、そんなクルマでドライブしたくはありません
か？ NSKは、ステアリングシステムでクルマの未来を回し
たいと考えています。　NSKの研究開発については H P で!!

トヨタiQで技術開発賞を受賞しました!
　2008年度、トヨタ自動車株式会社が開発したiQ
にNSKのEPSが採用され、技術開発賞を受賞しまし
た。「省スペース技術として、新型車の開発に貢献し
た」というのが受賞の理由です。モータとECUが一体
化した“機電一体型EPS”は、軽量でコンパクト、そし
てあらゆるエネルギーロスを限界まで低減したわたし
たちのチームの自信作でした。
　構想から約5年、NSKのEPSを搭載したトヨタiQ
が、「日本カー・オブ・ザ・イヤー2008-2009」を受
賞した時には、わがことのように嬉しく感じました。

ステアリング技術センター
設計1部 グループマネジャー

仙波 剛

H P http://www.jp.nsk.com/csr/spsteering.html※ 研究開発に関する内容は、ホームページをご覧ください。
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企業が社会的責任（CSR）を果たすためには、
誠実な事業活動を支える丈夫な土台を築き、
その上でさまざまな取り組みを展開していくことが重要です。
しっかりとした土台を維持すること＝“CSRを支える仕組み”が、
わたしたちNSKグループの社会的責任の第一歩だと考えています。

財務報告にかかる内部統制の
レベルアップを進めました。

「NSK企業倫理規則」を改定しました。
（労働における基本的権利の尊重と、地球環境の保全に関する行動指針を追加）

輸出管理体制の強化を図りました。

P16

P17

P17

C Rを支える仕組み
 ＜マネジメント＞

NSKカラー

文字

基本ベタ

濃いベタ

薄いベタ

青みグレー
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コーポレートガバナンス

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られる
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は委員会設置会社※1であり、経営の基本方針
などの決定と執行役の監督を担う取締役会の下、監
査・報酬・指名の3つの委員会を設置しています。各
委員会は、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、具体
的な業務執行は担当執行役が推進します。執行役会
は事業展開の方向性や業況報告など、執行組織の情
報共有の場として機能しています。

　NSKでは、「内部統制システム構築の基本方針」を
取締役会で決議し、「NSKグループ経営規則」にNSK
グループの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、経営モニタリング室やコンプライアンス本部、
コーポレート経営本部を設置し、グループ全体での内
部統制システムの充実を図っています。

財務報告にかかる内部統制報告制度※2への対応

基本的な考え方

推進体制

内部統制の推進体制

ガバナンス体制図【図1】

NSKグループ経営規則【図2】

※1 �監査委員会・報酬委員会・指名委員会の3委員会を設置している株式会
社。業務執行を行う執行役と経営の監督機能を持つ取締役会とを分離する
ことにより、経営のチェック機能を高めることを意図する。

　NSK本社が中心となって、グループ全体の取り組
みを統括しています。国内外のグループ各社と連携す
ることで、財務報告にかかる内部統制の整備・運用・
評価のレベルアップをグローバルに進めています。
　内部統制報告制度の初年度にあたる2008年度は、
2006年度から進めてきた取り組みの集大成として、
グループ各社の内部統制の整備・運用状況を評価し、
内部統制が有効であることを確認しました。また、同
様の評価（適正意見）を、外部監査法人からいただきま
した。今後も、NSKグループが掲げる『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内部
統制の強化を捉え、グローバルな視点から取り組みを
強化していきます。

監査委員会

 （執行組織）  （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
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

NSKグループ経営規則
・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

※2 �上場企業に対して、財務報告に関する内部管理体制を自ら点検し、監査
法人の監査を受けた上で、その結果を有価証券報告書とともに監督官庁に
提出することを義務付ける制度。

16



NSK's
act ion

コンプライアンス

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

　NSKは、法令違反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。
ここでは、コンプライアンス本部と社外弁護士を窓口
とし、国内グループ会社の従業員・お取引先からの通
報を電子メールや郵送で受け付けています。なお、通
報者は匿名で通報でき、通報したことにより不利益を
受けない仕組みとなっています。

　国際的な平和と安全の維持、輸出関係法令遵守の観
点から、安全保障輸出管理室を設け、輸出管理の体制
を構築しています。近年、複雑化する国際紛争やテロ
を防ぐため、従来の大量破壊兵器の拡散だけでなく、
通常兵器の過剰な蓄積にも規制が強化されています。
こうした国際情勢の変化や規制の拡がりを受け、NSK
グループは厳正な審査・判定や関係部門に対し教育を
行うことにより、不正な輸出を行わないよう努めてい
ます。2008年度は、国内外のグループ会社での管理
を強化するため「安全保障輸出管理基準」を制定しま
した。なお、海外の軍事関連の組織からの案件に対し
用途が確認できなかったため、取引を辞退した事例が
ありました。

NSK�プレシジョン・アメリカ社
アシスタント�マネジャー＆
ビジネスコーディネーター

菊池�健次郎

海外独占禁止法の研修に参加しました

コンプライアンス推進体制と「NSK企業倫理規則」

コンプライアンス教育

ホットラインの設置

輸出管理

　NSKは、信頼される企業であり続けるために、コン
プライアンス（法令や企業倫理を守ること）が重要と考
え、コンプライアンス本部を中心に規程類の整備、教
育、監査、改善活動をグループ全体で推進しています。
　NSKグループのCSRやコンプライアンスの基盤とな
るのが、全役員・従業員が守るべき基本事項を定めた

「NSK企業倫理規則」です。昨今の社会的要請を踏まえ、
2009年1月、労働における基本的権利の尊重と、地球
環境の保全に関する行動指針を追加しました。今後は、
この内容を海外のグループ会社に展開していきます。

　「NSK企業倫理規則」の内容を周知するために、新
入社員・役職者向けの階層別教育や、国内グループ会
社の全役員・従業員を対象とするe差ラーニングを定
期的に行っています。インサイダー取引や独占禁止
法、通商問題などテーマ別の研修も積極的に実施し、
2008年度は海外赴任者を対象に海外の独占禁止法
を含むコンプライアンス研修を開始しました。

「独占禁止法」は聞き慣れた言葉なので、海外各国の独占禁
止法についてもある程度は理解している“つもり”でした。しかし、研修に
参加して初めて、会社のために良かれと思い安易な気持ちで行っ
た行為が「独占禁止法」に違反し、多額の罰金が科されたり、
その個人が実刑判決を受けたりする場合があることを知りま
した。今後、研修受講者の責務として、米国の現地スタッフ
に積極的にコンプライアンス推進を働き掛けていきます。

H P http://www.jp.nsk.com/csr/mancomp.html※ ｢NSK企業倫理規則」の詳細は、ホームページをご覧ください。

※ �適用範囲：日本精工（株）およびその連結子会社、NSKワーナー（株）
（ただし、独自に規則を制定している会社を除く）

NSK企業倫理規則（抜粋）

コンプライアンスのための行動指針（項目）
独占禁止法の遵守
輸出関係法令の遵守
贈収賄行為の禁止（接待、贈答などの取扱い）
公的機関との取引及び政治献金の取扱い
正確な記録及び処理
インサイダー取引の禁止
知的財産の取扱い
違法行為・反社会的行為の禁止
会社財産の保護
企業秘密の取扱い
お客様との関わり
購買取引先との関わり
競合他社との関わり
差別の禁止と健全な職場環境
労働における基本的権利の尊重
地球環境の保全

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

2002年2月22日制定
2009年1月1日改定
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危機管理／情報セキュリティ

危
機
管
理
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　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
方を基本に、「危機管理委員会」を設置し対策を進め
ています。
　経営層が統括するこの委員会では、事業を営む上で
遭遇する可能性がある大規模地震や火災、環境汚染
事故、広域感染症などの重大なリスクに対し、予防保
全策を検討し実施するとともに、危機発生時には的確
な対応と指示を行います。
　また、危機管理の趣旨を周知徹底するために、危機
発生の未然防止や発生時の適切な対応の指針となる
「危機管理マニュアル」を制定しています。

　NSKグループでは、日・米・欧・中・アジアでの情報
セキュリティ管理体制の構築により、グローバルに情
報セキュリティを維持・管理する体制づくりを進めて
います。日本を中心に、グループ会社に対しても情報
セキュリティ管理体制の構築を進め、グループ全体で
均一な情報セキュリティの維持ができるようになって
きました。
　このほか、オフィス・セキュリティについては、IT・
総務・人事部門からなるオフィス・セキュリティ・コ
ミッティー（OSC）にて、2007年より入退出管理にか
かわる電子錠の設置などセキュリティレベルの向上に
継続的に取り組んでいます。

　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になっています。NSKでは、災
害発生時に従業員やその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、危機管理委員会を中心に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、工場の耐震補強工事と緊急マ
ニュアル整備の他、事業所間の緊急通信手段の整備、
食料などの備蓄品の準備などに取り組んでいます。
2008年度は、中枢機
能がある東京地区で
大規模災害が発生し
たと想定し、対策本
部の訓練を実施しま
した。

　企業を取り巻く情報セキュリティの問題は日々変化
しているため、従業員に対する教育・啓発活動はその
時々に応じ、継続的かつ効果的に行う必要があります。
　NSKグループでは、従業員の情報セキュリティに関
する知識向上を目的に、e-ラーニングによる全社の
研修を定期的に実施しています。2008年度は、7,392
名が受講しました。
　また、従業員自らが正しく情報を取り扱い、行動で
きるよう、意識向上を目的とした集合研修やタイム
リーなアナウンスを併せて実施しています。

危機管理 情報セキュリティ

従業員への教育

危機管理体制 情報セキュリティ管理体制

BCP（事業継続計画）※への取り組み

※ �Business�Continuity�Planの略。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
きるよう準備・方法を取り決めた行動計画。

（写真1） 緊張感あふれる対策本部の訓練

（写真2） 営業部門向け集合研修
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社会とN K
わたしたちNSKグループは、お客様、お取引先、従業員、
地域、株主・投資家の皆さまなど、
多くのステークホルダーの皆さまに支えられています。
わたしたちは事業活動を通じて、皆さまの暮らしが、
より便利で安全、さらに快適で豊かなものとなるよう
さまざまな取り組みを行っています。

お客様、代理店の方を対象にした
トレーニングを充実させています。

グローバルに従業員教育を拡大しています。

特例子会社のNSKフレンドリーサービス（株）が
営業を開始しました。

P20
 -21

P22
 -23

P25

MOTION &CONTROLで、社会に貢献

NSKカラー

文字

基本ベタ

濃いベタ

薄いベタ

青みグレー
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　NSKグループでは、お客様が製品への理解を深め
正しく使っていただくことで、性能を最大限発揮でき
るよう、技術的なサポートに注力しています。

製品・サービスの品質・安全

製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
・
安
全

　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、
お客様にご満足いただくことがモノづくりの基本であ
ると考えています。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」を推進しています。

　NQ1活動は、生産と開発・設計、品質保証、販売、
物流、さらに管理部門が連携を密にし、部品や材料の
調達からお客様への納品までの工程全体を通して、モ
ノや情報の流れの最適化を図るためにNSKグループ
全体で進める活動です。科学的な根拠に基づいて、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。

　NPDS活動は、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つけるため、
NSKグループがグローバルに展開する管理システム
です。この活動では、新たな案件に対し、関連する部
署のメンバーが技術的な課題、投資、関連する特許な
どを徹底的に討議し、お客様のご要望を満たす製品を
生産でき、受注が可能か見極めます。同時に、案件の
難易度をランク分けし、難しい案件では「横断的機能
チーム」を結成して対応します。また、製品の企画か
ら開発・設計、試作、量産までの各プロセスの節目で、
課題が確実に解決されていることを確認することで、
安定生産に結びつけます。
　例えば、2008年度には、NSKステアリングシステ
ムズ・ポーランド社でNPDS活動により、効率良く受
注から安定生産まで結びつけることができました。

　お客様にご満足いただくためには、すべての従業員
が自分の役割を認識し、互いにコミュニケーションを
深めながら、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、従業員の教育・研修や
業務改善活動への参画などを通じて、人材の育成を
図っています。
　2008年度から、海外の事業所における品質「知識」
教育の核となる講師の育成を開始しました（詳細は
P23参照）。また、NSK本社では、間接部門の業務品
質を高めるための活動をスタートさせました。

お客様にご満足いただく品質づくり

お客様の案件に迅速・確実に
対応するための「NPDS活動」

すべての活動を支える「人づくり」

不良品ゼロをめざした「NQ1活動」

お客様や代理店へのご支援

（写真1） NSKステアリングシステムズ・ポーランド社での新製品量産確認

（写真2） NSK本社の業務品質向上のための活動
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　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、お客様のご要望にかなった高品質なモノづくりを
行っています。2009年3月末時点で、対象となる51
事業所のすべてが認証取得を完了しています。

　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、直ちに重要品質問
題として指定し全社一丸となって対応を開始します。
同時に、関係するお客様や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。

　事業活動においては、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
ことが重要です。これらのことは、サプライチェーン
全体で推進する必要があります。そのため、2007年
度より調達方針説明会などを通じて、お取引先に取り
組みを依頼してきました。
　2008年度からは、コンプライアンス本部や調達本
部などの関係部署が連携を深め、NSKグループとし
て組織的な取り組みを開始しました。

　NSKグループでは、公正・公平で透明性の高い取引
を基本とし、お取引先とコミュニケーションを深めな
がら、お取引先とNSKグループがともに競争力を高
めることで、双方の持続的な発展をめざしています。

NSKプレシジョン（株）
技術本部 BS技術部 BS開発室

矢野 吉章

お客様への技術紹介を通じて、
わたしたちも成長します

私は、「JIMTOF2008（第24回日本国際工作機械見本
市）」で「グリース密封形高速・高負荷ボールねじ A1シリーズ」を紹介
するチームのリーダーを務めました。忙しい毎日でしたが、来場したお
客様の多くがこのボールねじのシールが持つグリース密封機能に驚く
姿を見て、ニーズの高さを実感。開発者としてやりがい
を感じることができました。同時に、よりお客様の工作
機械に合う、使いやすい製品にレベルを高める課題も
見えてきました。この経験を活かし、今後も多様なニー
ズに応える製品開発に取り組んでいきます。

製品の安全について

CSR調達への取り組み

※  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。

お取引先とのパートナーシップ

品質マネジメントシステム

　NSKブラジル社では、お客様や代理店の方などを
対象に、軸受の交換などが実習できるトレーニングセ
ンターを各地に設けています。2008年2月には、ス
ザノ市郊外にあるブラジル技術センター内に、新たに
トレーニングセンターを開設しました。そこでは、軸
受や精機製品などについて最良のトレーニングの機
会を提供するため、必要な設備を取りそろえました。

（写真3） ブラジル技術センターでのトレーニングの様子

MOTION & CONTROL 社会とNSK
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　NSKグループでは自らの意思で考え行動し、自ら
を高めようとする自立型人材の育成を基本方針とし、
体系的に新入社員教育を実施しています。入社から2
年間は、新入社員一人ひとりに対して、「育成責任者」
とOJT（On the Job Training）※指導のための教育を
受けた「育成担当者」が選任され、細やかなフォローの
下、業務知識やスキルの習得を行います。
　2年目終了前の「ゲートチェック」では、上司や人事
部と今後のキャリアステップについて話し合う機会を
設定しています。

　次世代のビジネスリーダーの育成を目的とした選
抜研修「NSK経営大学」を、2003年から実施していま
す。この研修は、グローバルなビジネス環境の中で活
躍できる人材の育成をめざす1年間のプログラムで
す。中堅社員対象の「マネジャーコース」、上級管理職
対象の「ゼネラルマネジャーコース」があります。累計
200名を超える両コースの卒業生は、NSKグループ
の中心的な存在としてグローバルに活躍しています。

　グローバル人材の育成などを目的にして、国内外
の大学・大学院への留学派遣制度を設けています。
2008年度は豊田工業大学、国際大学、東京大学、東
京工業大学、九州大学、カリフォルニア大学バーク
レー校などに留学生を派遣しています。
　そのほかにも、ダイバーシティマネジメントの基礎
を学ぶ研修や異文化間コミュニケーション研修など、
多種多様な研修制度を整えています。

　NSKグループでは、拡大していく事業展開に対応
し、従業員の専門性を高めることを目的にさまざまな
教育をグローバルに実施しています。生産部門におい
ては、2005年に「NSKモノつくりセンター」を設立し、
技能伝承と生産現場のリーダー育成に努めています。
技術部門では、「NSKインスティテュート・オブ・テ
クノロジー（NIT）」を設立し、2008年度から総合的
な技術教育をスタートしています。営業部門では、コ
ミュニケーション能力を向上させる研修や製品・品質
知識についての研修を実施し、お客様との信頼関係づ
くりに役立てています。

　「サタデービジネスカレッジ」は、「ビジネス会計」「ロ
ジカルシンキング」「マーケティング」など基礎的なビ
ジネススキルを中心に講座を選定しています。2008
年度は、延べ9講座を開催しました。
　 英 語 研 修「NEST（NSK English Self Training 
Course）」は、グローバル人材育成の一環として1998
年から始まった英語講座です。ビジネス英語の運用力

を高めていくための自己学習方法を学ぶこの講座に
は、これまでに1,000名近くが受講しています。成長を支援する

人材育成プログラム

自主参加型研修
（サタデービジネスカレッジ、NEST）

次世代リーダーの育成（NSK経営大学）

留学派遣・各種研修制度

分野別の研修

新入社員の育成

※ �職場の上司や先輩が部下に対し、具体的な仕事を通じて必要な知識・技術・
技能・マナーなどを指導すること。

（写真1） NIT（アメリカでの授業風景）
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　NSKでは、会社と個人の目標のベクトルを合わせ
る仕組みとして「相互確認制度」を導入しています。こ
の制度では、期初に行う業務目標設定、中間確認、期
末の成果の確認と、定期的に上司と面談を行います。
さらに、被評価者へのフィードバックアンケートを実
施して、確実に双方向のコミュニケーションが取られ
ているかをチェックしています。この制度は、人材育
成の重要な鍵と位置付け、グローバルに展開してい
ます。

　NSKグループでは、年に一度、人事部に直接「自己
申告書」を提出し、現在の職場環境や将来希望する業
務、会社に知らせるべき個人の事情などを申し出る
機会を設けています。希望者には面接も行っており、
2008年度には189名に対して実施しました。なお、
自己申告書と面談の結果を基に、個人の能力を最大限
発揮できるよう、戦略的な人事異動を実行しています。

　事業がグローバルに拡大するに従い、これまで以上
に日本と海外の拠点での連携の強化が重要になって
きます。そのためNSKグループでは、生産、技術、営
業など各部門が国境を越え連携し、顧客へのサービス
の高度化に資する教育などを進めてきました。
　さらに、人事部では海外の拠点と密接に連携し、グ
ローバルな人事戦略を推し進めるため、2006年度か
ら世界各地域の人事部長などによるグローバル人事
会議を開催しています。この会議では、各拠点の人事
制度や人材育成プログラムなどの課題について、幅広
く討議や情報交換を行っています。

キャリアアップを支援する
人事制度

相互確認制度

自己申告制度

グローバルな人事戦略

相互確認制度アンケート結果【表1】

2006年度 2007年度 2008年度

アンケート対象者 3,055名 3,522名 3,646名

アンケート回収率 92％ 94％ 95％

上司からの
フィードバック率 97％ 96％ 97％

フィードバック
内容の満足度 78％ 79％ 85％

（管理職除く）

NSKアメリカズ社 品質保証本部

David Jones
NSK韓国社 昌原工場 品質保証チーム

朴 聖鎬

品質についての考え方・手法を
米州の各事業所に広めます

「NSKモノつくりセンター」の研修に
参加しました

アメリカから私を含めた6名が、日本で行われた品質知
識教育インストラクター研修に参加しました。この研修は、受講者が
各拠点で講師として品質についての考え方や手法を教えられるよう
になるためのもの。わたしたちは、品質第一やお客様第一
の風土、品質向上のためのプロセス管理など、『トータ
ル･クオリティーNo.1』を実現するため、熟練した講師
陣から得た貴重な知識を米州の各事業所に広げていき
たいと思います。

NSK韓国社から「NSKモノつくりセンター」の技能者中級
コースに参加しました。滋賀県の石部工場にあるセンターで、講師
や他工場から集まった研修生とともに、文化の壁を越えて、たいへ
ん充実した経験を積むことができました。今後は、セ
ンターで習得した技能を韓国の工場に伝え、担当
している保証業務において、これまで以上に製品
の品質を高めていきたいと思います。

MOTION & CONTROL 社会とNSK
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　NSKグループでは、モノづくりを支える職場の安全
衛生活動を積極的に推進し、従業員が存分に力を発揮
できる環境を提供することが重要だと考えています。
そうした考えの下、労使による「中央安全衛生協議会」
を定期的に開催し、全社の方向性を決めた上で全員参
加の安全第一の社風づくりに努めています。
　2008年度からリスクアセスメント※1を導入し、新
規設備に対するリスクを客観的、定量的に評価し確実
に対策を講じることで、より安全な職場づくりをめざ
しています。今後も、組織の安全衛生を継続的に改善
していくため、労働安全マネジメントシステムの構築
を進めていきます。

　NSKグループでは従業員の健康増進のため、「セル
フケア」に役立つ定期健康診断だけでなく、「ラインケ
ア」の観点から管理職を対象としたメンタルヘルス研
修を毎年実施しています。これは、直属の上司が日常
のコミュニケーションを通じて、より適切なアドバイ
スをすることで、従業員のヘルスケアに配慮できるよ
うにするものです。

　NSKでは、さまざまな方法で、働く女性の活躍を支
援しています。2006年から「ダイバーシティ推進チー
ム」を設立し、仕事や育児に関する社内アンケート調
査や、職場環境について女性社員と会社が本音で話し
合うフリートークを重ねてきました。これらを通じて
得た意見を基に『両立支援ガイドブック』を作成しまし
た。育児休業などの各種サポート制度の説明、男性へ
の育児支援アドバイス、職場の上司として必要な配慮
などを掲載し、職場全体で仕事と育児の両立について
理解を深めることができる内容となっています。
　また、2008年度は育児休業者の割合も前年度に比
べ、30ポイント増加の94％となっています。NSKで
は、休職後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］」も導入していま
す。「armo［アルモ］」は、インターネットを通じて育
児の先輩社員や職場の上司とコミュニケーションを
取ることができるだけでなく、育児情報やスキルアッ
プのための講座で学ぶことができます。

　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、定年を迎えた従業員に就
労の場を提供しています。管理職は会社が必要に応じ
て個別に嘱託契約をしてきましたが、2006年から管

職場の安全衛生・ヘルスケア対策 ダイバーシティと
機会均等への取り組み

労働安全衛生マネジメントシステム

ヘルスケアへの取り組み

女性の活躍を支援

定年退職者再雇用制度

※ �2007年度より派遣社員の災害件数も含んでいます。

※1 �リスクを把握・特定し、そのリスクを発生頻度と影響度の観点から評価した
後、種類に応じて対策を講じること。

業務上災害発生件数【表1】

2006年度 2007年度 2008年度

不休災害 20件 25件 33件

休業災害 6件 6件 4件

合計 26件 31件 37件

※ �育児休業取得者÷（育児休業取得者＋妊娠＆出産理由の退職者）

従業員関連データ【表2】

2006年度 2007年度 2008年度

平均勤続年数 18年 18年 17年

平均年齢 41歳 40歳 40歳

従業員女性比率 5.6％ 5.5％ 5.5％

育児休業取得率※ 69％ 64％ 94％

（各年度3月末現在）
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　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。
NSKでは、2008年5月に、特例子会社※2のNSKフ
レンドリーサービス（株）が業務を開始し、障がい者の
雇用を拡大しました。その
取り組みが評価され、会
社所在地の藤沢市から、
障害者雇用優良事業所の
感謝状をいただきました。
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　NSKグループには、従業員による単一の組織であ
る「日本精工労働組合」があります。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回実施しています。これらの労使会
議では、労働条件の改善や会社の経営施策のみなら
ず、職場環境の整備などについて意見交換を行い、労
使のコミュニケーションにより、課題の解決をめざし
ています。

　NSKグループでは、「NSK企業倫理規則」（P17参
照）の中で、人種・身体的な特徴・信条・性別・宗教・門
地・民族・国籍・年齢・障がいなどによる不当な差別
や強制労働・児童労働の禁止などを明文化しました。
また、階層別教育や人権教育などを実施する他、人権
侵害を未然に防止する仕組みとして内部通報制度や
ハラスメントの相談窓口を設置し、従業員が安心して
働くことのできる職場づくりを推進しています。

理職向けの「再雇用制度（Mシニア）」を導入しました。
労働意欲に富み健康な方が、NSKグループで培った
豊富なキャリアや高度な技量を存分に発揮できる制
度づくりに努めています。

労使協同による労働環境の整備

人権の尊重

障がい者雇用制度

（写真1） 作業前に全員で安全唱和

NSKフレンドリーサービス（株）
課長

安部�登志二

NSKニードルベアリング（株）
榛名工場�第六工作課�第一係

岩井�正明

知的障がい者のみんなの
成長を嬉しく感じます

育児休業を取得して
視野が広がりました

7名の知的障がい者と一緒に働くようになり、1年が経ちま
した。最初は「続けられるか不安」「作業がつらい」というメンバーもい
ましたが、今では自信と責任を持ち作業をしています。最近新た
な実習生を迎え、メンバーが指導役も担当。「教えるのは
難しく、精神的に疲れる」と言いますが、完璧かつ親切・
丁寧に接しています。「少し個性の強いメンバー」も、こ
の1年間で大きく成長してくれ、嬉しいです。

1カ月間の育児休業を取得しました。休業中は部署のこと
が気になりましたが、上司や周囲の理解・協力もあり、連絡を取りな
がらスムーズに職場復帰ができました。子どもと大切な時
間を過ごすことで、会社以外の視野も広がり、思い切っ
て取得して良かったです。男性の取得はまだまだ少
ないのが実情ですが、これから一般的になれば職場
での男女の相互理解が深まっていくと思います。

再雇用者（60歳以上）の人数【表3】 （各年度3月末現在）

2006年度 2007年度 2008年度

Aシニア（元組合員） 68名 115名 156名

Mシニア（元管理職） 7名 23名 35名

その他（嘱託など） 72名 62名 77名

合計 147名 200名 268名

※2 �一定の要件を満たした上で厚生労働大臣の認可を受け、障がい者雇用率の
算定において親会社の一事業所と見なされる子会社。

MOTION & CONTROL 社会とNSK
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　NSKシンガポール社とNSKインターナショナル
（シンガポール）社では、ボランティア委員会を中心に
さまざまな活動を展開しています。2008年度は、虐
待や家庭崩壊などの環境にある子どもたちのための
イベントに、15名の従業員がボランティアとして参
加しました。50名の子どもたちが参加したこのイベ
ントでは、ゲーム
や工作、おいしい
ドーナツが振る舞
われ、子どもたち
の笑い声が響き渡
る楽しい1日とな
りました。

地域社会との共生

地
域
社
会
と
の
共
生

　NSKコーポレーション社クラリンダ工場では、地元
にある障がいを持つ人のための施設にクリスマスプレ
ゼントを贈っています。この施設では、精神的または
肉体的に障がいを持った人が入所し、生活をするのに
必要な教育を受けており、多くの人はクリスマスの贈
り物を持ってきてくれる家族がいません。「せっかく
のクリスマスなのだから、寂しい思いをさせたくない」
という思いから、長年クラリンダ工場の従業員がサン
タクロース役をしています。2008年は220個のプレ
ゼントを贈り、喜んでもらいました。

　NSKベアリング・マニュファクチュアリング（タイ）
社では、教育費が十分ではない地方の学校に、毎年、
文具や支援金を寄付しています。対象となる学校は従
業員からの推薦を受け、部課長で構成される委員会で
決定します。2008年度は、マハーサーラカーム県に
ある幼稚園が選ばれ、役員や従業員20名が直接訪問
し本やスポーツ用品、机などを寄付しました。

　NSKグループの物流を担当しているNSKロジス
ティックス（株）では、事業所周辺の清掃を定期的に
行っています。また、隣接する工場や協力会社への働
き掛けを積極的に行い、より大きな規模で実施するこ
とにより、さらに地域の環境保全に貢献できるよう心
掛けています。

子どもたちに笑顔をシンガ
ポール 福祉施設へクリスマスプレゼントをアメリカ

地域をきれいに日本

地方の学校に本やスポーツ用品などを寄付タイ

（写真1） 「たいへんだけど、有意義な体験だった」
と語る従業員

（写真2） 一列に並び、文房具を受け取る子どもたち （写真4） 事業所周辺の清掃を行う従業員

（写真3）  喜ぶ入所者の方とお礼状
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　2008年7月にNSKプレシジョン（株）前橋精機プ
ラントにて、親子で参加できる科学教室を実施しまし
た。これは群馬県前橋市が主催する「夏休み 親と子の
工場見学会」に賛同して開催したもので、摩擦を体感
する実験やボールねじの組立実演、工場内の見学など
を行いました。普段目にすることのない製品の数々に
子どもたちは興味津々。実験にも熱心に取り組んでい
ました。

次世代への教育支援

　NSKステアリングシステムズ・ヨーロッパ社では、
地元の教育機関や産業組合からの要請により、1、2週
間の就業体験を実施しています。14歳から17歳まで
の学生が参加するこの就業体験は、特に工学部の学生
に人気があります。工作機械を使って部品を加工した
り、さまざまな機械に触れ、実際にチームの一員となっ
て働くことは、これからのキャリアを考える良い機会
になっているようです。

　NSKマシナリー（株）は、6年ほど前より大学からの
要請に応じてインターンシップを実施しています。期
間は大学によって異なりますが、いずれも精密測定機
を使用した部品検査や機械組立の仕上げなど、実際
に仕事の現場を体験します。大学の実習と異なり、精
度・品質の厳しさに驚かれる学生が多いようです。こ
れからも、教育支援の一環として実施していく予定
です。

　常熟恩斯克軸承有限公司（常熟NSK）は、「常熟
NSK奨学金」を設立し、総合大学である常熟理工学院
の学生20名に奨学金を授与しています（写真4）。この
制度は、常熟NSKが地域社会の発展と将来を担う世
代の育成に貢献するため、2008年度より始めました。
　また2003年から、清華大学（北京）と「中日友好
NSK機械工学系優秀論文奨」を設立し、大学院生の支
援も行っています。この実績が評価され、2008年6
月に、同大学より感謝状（写真5）をいただきました。

親子で参加する科学教室を開催日本 学生の就業体験を支援イギリス

大学生のインターンシップ実施日本 大学生向けの奨学金制度・論文奨中国

次
世
代
へ
の
教
育
支
援

（写真2） 機械ではつくり出せない高精度な面をつくる作業「きさげ」の実習中

（写真4） 奨学金を授与される学生たち

（写真3） 指導者に就いて実習中の学生（写真1） ボールねじの組立実演に見入る子どもたち

（写真5）  清華大学からの感謝状

MOTION & CONTROL 社会とNSK
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株主・投資家とのコミュニケーション

株
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　国内では、毎年6月の株主総会で、説明内容のビ
ジュアル化や製品などの展示を工夫することにより、
当社の事業への理解をより深めていただいています。
また、率直なご意見を伺う重要なコミュニケーション
の場としても活用しています。さらにアナリストや機
関投資家を対象に決算説明会、事業説明会、工場見学
会、スモールミーティングなどを開催しています。
　海外についても、経営者の定期的な訪問を通じ、株
主や機関投資家と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。

　NSKグループは、投資判断に必要とされる企業の
業績や中長期的な戦略など幅広い経営情報を適時適
切に公開するため、IR※1に関連するイベントやツール
の充実に努めています。

　NSKは、株主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、安定的かつ継
続的な実施を基本とし、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。2009年3月
期の配当は、1株あたり年14円でした。

　NSKグループは、2008年度も国内外の代表的
なSRI※2インデックスの組み入れ銘柄に選定されま
した。

　NSKグループは、財務情報や決算説明会資料を
ホームページに掲載し、タイムリーな情報公開に努め
ています。また、アニュアルレポートや、半期に一度
株主向けに送付しているNSKグループ報告書では、
業績や経営戦略の他、NSKグループが取り組んでい
るさまざまな活動を報告しています。

情報開示とコミュニケーション 株主への利益還元

SRIインデックスへの組み入れ状況

適時・適切な情報発信

IRイベントでのコミュニケーション

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

※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。

金融機関
55.1％

証券会社 1.1％

その他の
国内法人 9.7％

外国人 
18.3％

個人・その他 15.8％

株主所有者別分布状況（所有株式数）【図1】

代表的なSRIインデックスへの組み入れ状況【表1】（写真1） 決算説明会の様子

※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。

（2009年3月末現在）

（2009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
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わたしたちは、製品を通じて地球環境の保全に貢献しています。
NSK製品の特長は、摩擦の制御と低減。
お客様の製品の省エネルギー、省資源に役立っています。
また、NSKグループは製造工程や物流での
省エネルギー、省資源にも取り組んでいます。
「環境とNSK」では環境マネジメントの体制、
そしてわたしたちの活動の目標と成果を紹介します。

●「環境とNSK」では、以下の記号で取り組みの分類をしています。

環境とN K
MOTION &CONTROLで、地球環境の保全をめざす

NSK環境効率指標“Ｎeco”で
製品の環境配慮の度合を数値化しました。

CO2排出量の削減を効率的に進めるため
各工場が共同で取り組みました。

化学物質管理リストを改定。グリーン調達を
世界に拡大し、活動を強化しました。

P30

P38

P45

開発・設計 製造調達 物流

NSKカラー

文字

基本ベタ

濃いベタ

薄いベタ

青みグレー
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環境効率指標と環境貢献型製品
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　NSKグループの製品は、自動車、家電・情報機
器、鉄鋼設備、建設機械および工場で使われる工
作機械や生産設備など、あらゆる製品、設備およ
び機械の部品として数多く使われ、省エネルギー
や省資源に貢献しています。近年、社会的に環境
保全への意識が高まっている中、環境をより強く
意識した製品づくりが求められています。
　NSKグループでは、開発製品について環境へ
の配慮の度合いを定量的に評価する「ものさし」
として、独自の「NSK環境効率指標」（通称Neco
＝ネコ）を2008 年度に制定しました。
　Necoは、下記のように「製品価値」を「環境負
荷」で除した数値です。製品価値Vは、製品の寿
命や許容回転数のように機能を向上させるべき

項目によって、環境負荷Eは、製品の重量や消費
電力のように低減すべき項目によって構成され
ています。Necoは、製品製造時に使用される資
源や製品使用時に消費されるエネルギーを低減
し、寿命や機能を向上させた製品ほど数値が大き
くなり、環境にやさしい製品の評価になります。
　NSKの技術者の誰もが開発製品と従来製品の
V、Eの値を入力するだけで簡単に計算すること
ができるNeco計算ツールも作成しました。今後、
開発部門全員が新製品の開発時に、このＮecoを
計算し開発製品の環境への配慮の度合いを定量
的に認識することで、環境貢献型製品の開発を促
進します。　

製品価値	V	（寿命、機能）
環境負荷	 E	（省資源、省エネルギー）Neco＝

製品価値	V

従来製品

開発製品

従来製品

開発製品

環境負荷	E

1
2

1
0.5

環 境 効 率 指 標

N S K 環 境 効 率 指 標  N e c o

製品価値UP
＝ Neco UP

環境負荷DOWN
＝ Neco UP
＝ 環境にやさしい製品
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　ロボット、ポンプ、コンプレッサー、
ギヤボックスなど、多くの産業機械に
軸受が使用されています。これらの産
業機械には、さまざまな環境下での高
い信頼性はもちろんのこと、メンテナ
ンスの容易さ、ランニングコストが低
いこと、高効率や省エネルギーで環境
にやさしいことが求められています。
このため、軸受には長寿命、高速回転、
高精度などが必要です。

　本開発製品は、最適な内部設計、独
自の材料技術や精密な加工・製造技術
により、軸受の寿命が従来製品と比べ
て最大約２倍に向上しました。また、同
一設定寿命では、軸受の小型化が可能
となり、重量を最大約30％軽減するこ
とができました。許容回転数は従来製
品に比べて15〜20％向上しました。
　今後、多くの機械や設備の省資源に
貢献できると期待しています。

　メガトルクモータは製造ラインの
加工・組み立ての位置決めや製品の搬
送のために使われます。特に、半導体・
液晶・太陽電池や電子部品などの製造
装置では、激化する競争から設備のさ
らなる高効率化と省スペース化の両
立が求められています。
　NSKグループでは、このニーズに
応えるため、メガトルクモータ「PN
シリーズ」を開発しました。本開発製

品の特徴は、従来製品に比べて最大
32％の薄型化と22％の軽量化を実現
したことです。また、運転効率を従来
製品よりも７％向上させ、使用エネル
ギーを削減しました。出力トルクの増
加により、位置決め時間の短縮、サイ
クルタイムの向上を図りました。「PN
シリーズ」は大型重量物の高速搬送・
位置決め用途に応えるだけではなく、
装置の小型化、軽量化、省エネルギー

化、生産性向上にも貢献できます。ま
た、欧州RoHS指令に適合した環境に
やさしいモータとなっています。

　最近のプラスチック成形部品は、携
帯電話やゲーム機などの小型化、高
機能化に伴い、薄肉で高精度のもの
が求められるようになっています。例
えば、携帯電話の電池パックは、従来
0.3mm程度の肉厚でしたが、強度の
高い材料と樹脂を金型に流し込む速
度の大幅なアップによって、0.1mm
程度までの薄肉化を実現し、容積が増
えたことで電池寿命を延ばすことがで

きるようになりました。このような高
度な成形部品をつくる射出成形機で
は、金型に樹脂を流し込む際の速度や
圧力を細やかに制御する必要があり、
送り機構として従来の油圧シリンダよ
りも操作性が良く高速で高負荷型の
ボールねじが必要とされています。
　NSKグループは、これらの用途の
ボールねじ用に、グリースの密封性能
が高くかつトルクが低いシールを開

発しました。グリースの飛散による成
形機内部の汚染を防止するとともに、
封入したグリースの漏れを従来製品
の約3分の1以下に低減。これにより、
グリース補給量を低減して省資源に
貢献しています。

産業機械向け高機能標準HPSTM アンギュラ玉軸受
〜省資源に貢献する次世代軸受〜

薄型大トルク メガトルクモータTM PNシリーズ
〜モータの薄型化により省資源・省エネルギーに貢献〜

グリース密封形高速･高負荷用ボールねじ A1シリーズ
〜密封シールの開発により省資源に貢献〜

Neco＝

1.57

Neco＝

2.14

Neco＝

1.99

NSKカラー

文字

基本ベタ

濃いベタ

薄いベタ

青みグレー

開発製品

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

荷重：500N　回転速度：3,000min-1

滑り軸受 転がり軸受

トルク0.06N・m
（50％）減

1.15～1.2 倍

従来製品

許
容
回
転
数

動
ト
ル
ク

（N・m）
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　ハブユニット軸受は、自動車のタイ
ヤを支えるための軸受で、走行中にタ
イヤを滑らかに回転させながら、タイ
ヤが路面から受ける荷重を支え、安全
性の確保などに貢献しています。
　本開発製品は、ナックルと呼ばれ
る車体部品に取り付けられていたブ

レーキキャリパを、ハブユニット軸受
の外輪に設けられたブラケットに直接
取り付けることにより、軸受周辺部品
とのユニット化をさらに進めました。
これにより、軸受としての重量は少し
増加しますが、ナックル側にブラケッ
トが不要となるため、トータルでの軽

量化（軸受重量比約5％）が可能となり
ました。また、ブレーキ部品の取り付
け精度とともに、ブレーキシステムの
剛性も増すため、ブレーキフィーリン
グが向上しました。さらに、自動車メー
カでの車体への組付性が向上し、お客
様に評価をいただいています。

　自動車のエンジンやトランスミッ
ションなどの回転軸を支える部品とし
てブッシュと呼ばれる滑り軸受が使
用されています（例えばオートマチッ
クトランスミッションには10個程
度）。シールリング付きシェル形ニー
ドル軸受（転がり軸受）は、ブッシュと

同様に回転軸を支え、潤滑油の流れを
せき止める機能を持っています。
　ブッシュをシールリング付きシェル
形ニードル軸受に置き換えることに
より、回転トルク（回転抵抗）を50％
低減できます。さらにこれまで置き換
えができなかった肉厚の薄い（1.5ｍ

ｍ断面）ブッシュについても、高精度
なプレス加工で肉厚が0.85mmと非
常に薄いシールリングを開発したこ
とにより、置き換えが可能となりまし
た。今後、自動車の燃費向上に貢献し
ます。

ブレーキキャリパ取付ブラケット一体型ハブユニット軸受
～自動車の軽量化・省資源と信頼性向上に貢献～

世界最薄※1シールリング付薄肉シェル形ニードル軸受
～適用範囲の拡大で自動車の省エネルギーに貢献～

外輪一体
ブラケット

ナックル

ハブユニット軸受

ブレーキキャリパ
ブレーキキャリパを
ハブユニット軸受に
直付け

ブレーキロータ

NSKカラー

文字

基本ベタ

濃いベタ

薄いベタ

青みグレー

開発製品

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

荷重：500N　回転速度：3,000min-1

滑り軸受 転がり軸受

トルク0.06N・m
（50％）減

1.15～1.2 倍

従来製品

許
容
回
転
数

動
ト
ル
ク

（N・m）

※1 2008年12月NSK調べ。

ころ

保持器

Neco＝

3.70

Neco＝

1.79

シールリング

外輪
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NSKワーナー（株）　
技術本部 第2技術室

係長　緒方 博文（左）
室長　白瀧 浩文（中）
主任　村松 和彦（右）

日本精工（株）
自動車軸受技術センター 
電装・エンジン技術部

副主務　 藤森 大輔（左）
　　　　大串 啓祐（右）

常時噛み合いギヤ式アイドルストップ用ワンウェイクラッチ・軸受

　自動車の燃費向上やCO2排出量削減の方法として、信号待ちでエンジ
ンを停止させるシステムの採用が増加しています。今回開発したアイドルス
トップ用のシステムは、エンジンの停止と始動が頻繁に行われることに対応
するため、「違和感のないエンジン停止始動」を目標として開発し、2008年
の秋から車両への搭載が始まりました。「違和感のないエンジン停止始動」
とは、静かでスムーズなエンジン停止始動のことです。始動停止を自動的に
切り替えるワンウェイクラッチと、限られたスペース内でのすべての部品を支
持する軸受とが必要です。NSKグループの技術力を結集し、従来のシステ
ムで問題となっていたエンジン始動遅れや異常音の問題を解決しています。
　今後はこのシステムをさらに改善し、多くの車両への搭載を可能にしたい
と考えています。

　電動パワーステアリング（EPS）は、
従来の油圧式パワーステアリングに
比べ燃費やステアリング制御機能に
優れているため、大型車から小型車ま
で世界中で多く採用されています。近
年、日本や欧州においては環境意識の
高まりや駐車スペースの確保のしや
すさから従来に比べて格段に全長が
短い小型車が登場しています。一方、

新興国においては、モータリゼーショ
ンの進展を背景に従来よりも一段と
小さな自動車が登場しています。
　本開発製品は、モータや電子回路、
アルミ製のギヤケースやセンサのメ
カトロニクス部のすべてを一体化し
た機電一体システムを採
用しました。世界で最
も短く※2、軽量で小型

化と高出力を両立したコラムタイプ
EPSとなり低燃費や車両の小型化に
貢献しています。

VOICE

（左）
（右）

軽量・コンパクトな機電一体コラムタイプ電動パワーステアリング
～自動車の小型化・省資源に貢献～

▲スタータモータに駆動されるリングギヤに内蔵されたワンウェイクラッチと軸受

※2 2009年1月NSK調べ。

今後のさらなる
環境貢献のため、
開発に努めますこれからも、

技術で環境に
貢献していきます

自動車のスタンダード
になる日を夢見て
開発してきました

どんどんエンジンを
止めて、静かな交差点を

めざします “世界初”への
「熱い思い」、

お客様との“強い絆”

Neco＝

4.39

Neco＝

1.32

軸受

ワンウェイクラッチ

リングギヤ
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　NSKグループは、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ています。「NSK
環境方針」では、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、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
境行動指針」では、NSKグループの全組織と全従業員
に、環境方針に沿った自覚のある行動を促しています。

　NSKグループでは、環境方針を実現するために
2010年度を目標年とする第三次環境自主行動計画

（表1）に沿って活動しています。2008年度は、いくつ
かの項目で一部達成という結果でしたが、おおむね目
標を達成することができました。
　「環境マネジメント」では、各工場に製品化学物質委
員会を設立し内部監査を開始するなど、実効性の高い
化学物質管理を実施できる体制を整えました。「環境
貢献型製品の開発」では、製品の環境貢献度を定量的
に評価する環境効率指標を制定しました。今後、この
指標を使って、環境にやさしい製品開発を進めます。
また、「地球温暖化対策」では、CO2排出量削減のため、
工場横断の共通テーマについて積極的に取り組みま
した。「省資源・リサイクル対策」ではゼロエミッショ
ンを維持し、廃棄物等のリサイクル率の目標を達成し
ました。さらに、「環境負荷物質対策」では、「NSKグ
ループ グリーン調達基準書」「環境負荷物質リスト」を
改定するとともに、グリーン調達の海外への展開を進
めました。

環境方針※1

第三次環境自主行動計画の進捗

第三次環境自主行動計画【表1】

項 目 2010年度目標 2008年度目標 2008年度実績 評 価 2009年度目標

環境マネジメント

国内

ISO14001の維持 ISO14001の全対象事業所取得維持 ISO14001の全対象事業所が取得を維持 ○ ISO14001の全対象事業所取得維持

環境教育の充実 ・ NSKモノつくりセンター教育継続
・階層別教育継続

・ NSKモノつくりセンター教育実施（6回／50名）
・新入社員教育の実施（受講者：154名）
・ 工場階層別教育実施（受講者：延べ18,142名）

○
・ 製品化学物質管理の内部監査員の養成 
（各工場2名以上）

・ 階層別教育の継続

製品化学物質管理体制の構築 製品化学物質委員会の設立 ・ 各工場に製品化学物質委員会を設立
・製品化学物質に関する内部監査を実施（5工場） ○ 製品化学物質に関する内部監査の実施および改善

（全工場）

法規制の遵守 ・法規制の遵守
・ REACH規則 ※2の予備登録実施

・法令違反0件
・ REACH規則の予備登録完了 ○ 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件 ※3

・地下タンク3施設を廃止
・ 油漏洩事故などの緊急事態を想定した訓練を
  167回実施

○ 油などの流出事故発生"0"

海外

操業3年以内にISO14001の認証取得 1事業所でISO14001の認証取得 2事業所でISO14001を取得し31事業所に拡大 ○ 新たに対象となる1事業所でISO14001の認証取得
（計32事業所）

製品化学物質管理体制の構築 製品化学物質管理体制の構築
（中国・アセアン）

・ 製品化学物質の監査チェックシート（英語版）を作成
・製品化学物質の自己監査を実施（2工場） △ ・全工場で製品化学物質委員会の設立

・製品化学物質の自己監査を実施（中国・アセアン）

法規制の遵守 ・法規制の遵守
・REACH規則 ※2の予備登録実施

・法規制違反0件
・ REACH規則の予備登録完了 ○ 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件 ○ 油などの流出事故発生"0"

環境効率指標と
環境貢献型製品 国内 環境貢献型製品の創出 ・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
・環境貢献型製品・技術を14件創出
・ NSK環境効率指標Necoを制定 ○

・環境貢献型製品・技術を創出
・ NSK環境効率指標Necoの運用開始
・ NSK製品の使用段階でのCO2削減量評価

地球温暖化対策
国内

・ 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※4          

 （追加）

1999年度比
CO2排出原単位8.6%削減

・ 1999年度比CO2排出原単位10.0%削減
・ CO2排出量は2006年度比12.7％削減
・改善テーマ別に工場間横断の活動を実施

○ ・1999年度比CO2排出原単位9.6%削減
・CO2排出量、2006年度の実績以下

物流のエネルギー消費原単位を2006年度から
年率1%低減

2006年度比
エネルギー消費原単位2%削減 2006年度比エネルギー消費原単位3％削減 ○ 2006年度比エネルギー消費原単位3%削減

海外 CO2排出原単位を、ISO14001の認証取得年度
から年率1%低減 30事業所のエネルギー使用量把握 30事業所でエネルギー使用量を把握 ○ 32事業所のデータを把握し、目標と対策を立案

省資源・
リサイクル対策

国内

資源の効率的な利用（追加） 素材のムダの排除 リニアガイドおよびEPSの生産工程の一部で、ムダの
排除を推進 ○ 素材のムダの排除

ゼロエミッションの維持（埋め立て処分率1％以下） ゼロエミッションの維持 埋め立て処分率0.8％でゼロエミッション達成 ○ ゼロエミッションの維持

廃棄物等のリサイクル率98%以上の維持 廃棄物等のリサイクル率98%以上の維持 廃棄物等のリサイクル率98.8% ○ 廃棄物等のリサイクル率98％以上の維持

環境対応型包装への切り替え推進 木製パレット購入量を2004年度比で
30%削減

・ 木製パレットの購入量を2004年度比で34%削減
・ 日本と中国間の物流で通い箱の運用開始 ○ 木製パレットの購入量を2004年度比で35％削減

海外 廃棄物等のリサイクル率90%以上 30事業所の廃棄物量の把握 30事業所で廃棄物量の把握 ○ 32事業所のデータを把握し、目標と対策を立案

環境負荷物質対策

国内

環境負荷物質の削減 自動車、電機向け製品の分析データ
100%取得

自動車・電機の主要顧客向け製品の分析データを
100%取得 ○ 削減9物質の使用状況の把握

グリーン調達の推進と基準書の最新版管理

・ 「グリーン調達システム」の運用拡大とデータ 
  の充実
・ 「NSKグループ 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

・「グリーン調達システム」を全開発・設計部門で運用 
   開始、材料・組成データの充実
・「NSKグループ グリーン調達基準書」を改定
  （第5版）
・グリーン調達説明会を実施（お取引先680社）
・副資材のグリーン調達の試行を開始

○
・「グリーン調達システム」の材料・組成データの充実
・重点管理取引先への現地監査の実施
・   NSK環境負荷物質リストの改定

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91% ○ 対象製品のグリーン購入比率90％以上を維持

PRTR法対象製品の購入品目数を2000年度比
72%削減（上方修正）

PRTR法対象製品の購入品目数を
2000年度比69%削減

PRTR法対象製品の購入品目数を2000年度比69%
削減 ○ PRTR法対象製品の購入品目数を

2000年度比70％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97%削減（上方修正）

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

塩素系添加剤を含む加工油剤の購入品目数を2000
年度比91%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94％削減

海外
グリーン調達の推進

・「グリーン調達システム」の
  グローバル版導入
・ グリーン調達説明会の開催
  （中国・アセアン）

・「グリーン調達システム」の英語版を導入
・「NSKグループ グリーン調達基準書」の英語版、 
  中国語版完成
・ 中国の全工場に「NSKグループ グリーン調達基準

書」改定の説明会を実施

△ 「グリーン調達システム」の運用開始（アセアン2工場）

塩素系添加剤を含む加工油剤の削減を推進 塩素系添加剤を含む加工油剤の
購入品目数を2006年度比20%削減

塩素系添加剤を含む加工油剤の購入品目数を
2006年度比20%削減 ○ 塩素系添加剤を含む加工油剤の購入品目数を

2006年度比47％削減

H P http://www.jp.nsk.com/csr/envman.html※1 NSK環境方針、環境行動指針については、ホームページをご覧ください。

（対象範囲：NSKおよび国内グループ会社、海外グループ会社／P1参照）
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※2 �EUの化学物質に関する登録・評価・認可および制限に関する規制。2007年6月1日発効。詳細は、P44をご覧ください。
※3 �（株）天辻鋼球製作所�滋賀工場の敷地境界付近で地下水汚染が判明し、対策を進めています。詳細は、P47をご覧ください。
※4 �（社）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。

○達成　△一部達成　╳未達成

項 目 2010年度目標 2008年度目標 2008年度実績 評 価 2009年度目標

環境マネジメント

国内

ISO14001の維持 ISO14001の全対象事業所取得維持 ISO14001の全対象事業所が取得を維持 ○ ISO14001の全対象事業所取得維持

環境教育の充実 ・ NSKモノつくりセンター教育継続
・階層別教育継続

・ NSKモノつくりセンター教育実施（6回／50名）
・新入社員教育の実施（受講者：154名）
・ 工場階層別教育実施（受講者：延べ18,142名）

○
・ 製品化学物質管理の内部監査員の養成 
（各工場2名以上）

・ 階層別教育の継続

製品化学物質管理体制の構築 製品化学物質委員会の設立 ・ 各工場に製品化学物質委員会を設立
・製品化学物質に関する内部監査を実施（5工場） ○ 製品化学物質に関する内部監査の実施および改善

（全工場）

法規制の遵守 ・法規制の遵守
・ REACH規則 ※2の予備登録実施

・法令違反0件
・ REACH規則の予備登録完了 ○ 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件 ※3

・地下タンク3施設を廃止
・ 油漏洩事故などの緊急事態を想定した訓練を
  167回実施

○ 油などの流出事故発生"0"

海外

操業3年以内にISO14001の認証取得 1事業所でISO14001の認証取得 2事業所でISO14001を取得し31事業所に拡大 ○ 新たに対象となる1事業所でISO14001の認証取得
（計32事業所）

製品化学物質管理体制の構築 製品化学物質管理体制の構築
（中国・アセアン）

・ 製品化学物質の監査チェックシート（英語版）を作成
・製品化学物質の自己監査を実施（2工場） △ ・全工場で製品化学物質委員会の設立

・製品化学物質の自己監査を実施（中国・アセアン）

法規制の遵守 ・法規制の遵守
・REACH規則 ※2の予備登録実施

・法規制違反0件
・ REACH規則の予備登録完了 ○ 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件 ○ 油などの流出事故発生"0"

環境効率指標と
環境貢献型製品 国内 環境貢献型製品の創出 ・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
・環境貢献型製品・技術を14件創出
・ NSK環境効率指標Necoを制定 ○

・環境貢献型製品・技術を創出
・ NSK環境効率指標Necoの運用開始
・ NSK製品の使用段階でのCO2削減量評価

地球温暖化対策
国内

・ 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※4          

 （追加）

1999年度比
CO2排出原単位8.6%削減

・ 1999年度比CO2排出原単位10.0%削減
・ CO2排出量は2006年度比12.7％削減
・改善テーマ別に工場間横断の活動を実施

○ ・1999年度比CO2排出原単位9.6%削減
・CO2排出量、2006年度の実績以下

物流のエネルギー消費原単位を2006年度から
年率1%低減

2006年度比
エネルギー消費原単位2%削減 2006年度比エネルギー消費原単位3％削減 ○ 2006年度比エネルギー消費原単位3%削減

海外 CO2排出原単位を、ISO14001の認証取得年度
から年率1%低減 30事業所のエネルギー使用量把握 30事業所でエネルギー使用量を把握 ○ 32事業所のデータを把握し、目標と対策を立案

省資源・
リサイクル対策

国内

資源の効率的な利用（追加） 素材のムダの排除 リニアガイドおよびEPSの生産工程の一部で、ムダの
排除を推進 ○ 素材のムダの排除

ゼロエミッションの維持（埋め立て処分率1％以下） ゼロエミッションの維持 埋め立て処分率0.8％でゼロエミッション達成 ○ ゼロエミッションの維持

廃棄物等のリサイクル率98%以上の維持 廃棄物等のリサイクル率98%以上の維持 廃棄物等のリサイクル率98.8% ○ 廃棄物等のリサイクル率98％以上の維持

環境対応型包装への切り替え推進 木製パレット購入量を2004年度比で
30%削減

・ 木製パレットの購入量を2004年度比で34%削減
・ 日本と中国間の物流で通い箱の運用開始 ○ 木製パレットの購入量を2004年度比で35％削減

海外 廃棄物等のリサイクル率90%以上 30事業所の廃棄物量の把握 30事業所で廃棄物量の把握 ○ 32事業所のデータを把握し、目標と対策を立案

環境負荷物質対策

国内

環境負荷物質の削減 自動車、電機向け製品の分析データ
100%取得

自動車・電機の主要顧客向け製品の分析データを
100%取得 ○ 削減9物質の使用状況の把握

グリーン調達の推進と基準書の最新版管理

・ 「グリーン調達システム」の運用拡大とデータ 
  の充実
・ 「NSKグループ 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

・「グリーン調達システム」を全開発・設計部門で運用 
   開始、材料・組成データの充実
・「NSKグループ グリーン調達基準書」を改定
  （第5版）
・グリーン調達説明会を実施（お取引先680社）
・副資材のグリーン調達の試行を開始

○
・「グリーン調達システム」の材料・組成データの充実
・重点管理取引先への現地監査の実施
・   NSK環境負荷物質リストの改定

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91% ○ 対象製品のグリーン購入比率90％以上を維持

PRTR法対象製品の購入品目数を2000年度比
72%削減（上方修正）

PRTR法対象製品の購入品目数を
2000年度比69%削減

PRTR法対象製品の購入品目数を2000年度比69%
削減 ○ PRTR法対象製品の購入品目数を

2000年度比70％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97%削減（上方修正）

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

塩素系添加剤を含む加工油剤の購入品目数を2000
年度比91%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94％削減

海外
グリーン調達の推進

・「グリーン調達システム」の
  グローバル版導入
・ グリーン調達説明会の開催
  （中国・アセアン）

・「グリーン調達システム」の英語版を導入
・「NSKグループ グリーン調達基準書」の英語版、 
  中国語版完成
・ 中国の全工場に「NSKグループ グリーン調達基準

書」改定の説明会を実施

△ 「グリーン調達システム」の運用開始（アセアン2工場）

塩素系添加剤を含む加工油剤の削減を推進 塩素系添加剤を含む加工油剤の
購入品目数を2006年度比20%削減

塩素系添加剤を含む加工油剤の購入品目数を
2006年度比20%削減 ○ 塩素系添加剤を含む加工油剤の購入品目数を

2006年度比47％削減

※3
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　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が中心となって運営しています。各事業所では、工場長や関連会社の役員が環境管理
統括責任者と製品化学物質統括責任者となり、環境マネジメントを推進しています。

　NSKグループは、環境負荷を低減し、地球環境の保全に継続的に貢献していくため、事業活動への資源やエネル
ギーの投入量（INPUT）とCO2や廃棄物等の排出量（OUTPUT）を定量的に把握しています。

※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 �BODは、河川放流を対象としています。

社 長

地球環境保全委員会（委員長：環境担当役員） 事務局

製造部門部会
エネルギー、廃棄物、製造化学物質

総合環境部
環境管理室、化学物質管理室

管理部門部会
物流

技術開発部門部会
環境商品、省資源

技術開発部門 地域別支配人
海外工場 営業販売部門 本社管理部門国内工場

INPUT（国内） OUTPUT（国内）NSKグループ

開発

設計

調達

製造

販売・物流

排出ガス
CO2	 384,323t
NOx	 73t
SOx	 4.0t

排水
排水量	1,608×103m3
・河川	 1,120×103m3
・下水道	 488×103m3
BOD	 3.0t

資材・
部品

鋼材	 322,702t
油脂類	 8,983t

エネルギー 電力	 523,597MWh
燃料	 1,629×103GJ

環境負荷
物質

PRTR法
対象物質	 276t

水
水	 2,221×103m3
・地下水	1,397×103m3
・上水道	 672×103m3
・工業用水	152×103m3

環境負荷
物質

PRTR法対象物質
排出・移動量	 76t

環境マネジメント体制

事業活動における投入資源と排出物

※1

※2

環境管理委員会
•統括責任者	 •責任者
•内部監査員	 •工場担当者

•統括責任者	 •責任者	 •内部監査員
•技術担当者、工場担当者

製品化学物質委員会

廃棄物等

総排出量	 84,592t
・埋め立て	 605t
・焼却	 363t
・減量化（水処理）	6,396t

リサイクル 77,228ｔ
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（写真1） 地下タンクの二重殻構造への改修工事

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　各事業所では、環境マネジメントシステムの国際規
格ISO14001に基づく内部監査と、社外の審査機関に
よる外部監査を受けています。さらに、総合環境部が
環境リスク監査を定期的に実施し、必要な対策を進め
ることでリスクの低減を図っています。
　2008年度は、「環境リスク監査チェックシート」を
改定しました。このシートを基に、きめ細かい監査を
実施し、NSKグループ全体でさらにリスクを低減する
よう努めています。

NSKプレシジョン（株）
前橋精機プラント�リスク管理チ－ム

柳田�英資

地下タンクの全廃により、
環境リスクを低減しました

　NSKプレシジョン（株）前橋精機プラントでは、空調用の
燃料の灯油を5カ所に点在する地下タンクに保管していました。以前
から土壌への漏洩がないよう、法律や社内基準に沿って確認を実施
していましたが、抜本的な対策として段階的に地下タンクを廃止する
ことにしました。最初に、埋設配管を地上配管に切り替え
ることにより、目視で確認できるようにしました。続いて、
燃料を灯油から都市ガスに転換することで、地下タンク
を全廃しました。今後も着実にリスク改善を行い、環境
にやさしい工場をめざします。

環境リスク監査

油漏洩事故の防止対策

H P http://www.jp.nsk.com/csr/reports.html※ ISO14001認証取得状況、環境会計、各工場の大気汚染物質・水質汚染物質測定の結果は、ホームページをご覧ください。

2008年度の環境に関する研修の受講人数と開催数【表2】

研修の種類 受講人数
（延べ数） 回数

法規制などの遵守を
徹底するための研修 864人 60回

意識向上を図るための研修 16,218人 177回

環境に関する資格認定を
目的とした研修 123人 38回

環境配慮設計、グリーン購入・
調達に関する研修 937人 27回

　地下に埋設されたタンクや配管は、直接見て油漏れ
がないことを点検することができません。地下で油漏
れが発生すると土壌や地下水を汚染することから、定
期的に気密試験を行い、漏洩事故の防止を図っていま
す。2008年度に実施した57施設の試験において異
常はありませんでした。また、同時に地下タンクや埋
設配管の廃止に努めており、2008年度は3施設を廃
止しました。地下室内への設置や地上化が困難なタン
クについては、順次、二重殻構造のタンクへ改修を進
めています。

　環境保全の取り組みをより深め、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
も重要です。
　NSKグループではホームページや、従業員や家族
向けの社内報に環境への取り組みの情報を掲載し、意
識を高めるための啓発活動を行っています。
　また、新入社員から経営層までに、それぞれの立場
や役割に対応した環境関連の情報を提供し、知識や技
術を向上してもらうため、階層別に研修（表2）を実施
しています。

法の遵守・環境リスク対策 環境教育

MOTION & CONTROL 環境とNSK
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地球温暖化対策

地
球
温
暖
化
対
策 　NSKグループでは、従来、生産高あたりのCO2排

出量（CO2排出原単位※2）の削減を目標としていまし
たが、2008年度からは総排出量の削減目標として、
「2012年度のCO2排出量を2006年度実績以下」※3�

にすることを加え、取り組みを強化しています。その
一環として、国内の工場では共通する主要な課題を
テーマに、各工場からメンバーが集まり対策を検討す
るワーキンググループ活動を2008年3月より開始し
ています。

　NSKグループでは、エネルギーの効率的な使用や
CO2排出量の少ないクリーンエネルギーへの転換など
の対策※1を進め、地球温暖化の防止に努めています。

　工場に圧縮空気※4を供給する空気圧縮機（コンプ
レッサー）は、電力使用量の約10〜30％と、大きな
ウェイトを占めています。そこで本グループは、ムダ
のない効率的なシステムを構築することにより、電力
使用量を削減する活動をしています。具体的には、工

コンプレッサー対策ワーキンググループの活動

H P http://www.jp.nsk.com/csr/dataco2.html※CO2の排出量に関するデータは、ホームページをご覧ください。

工場での取り組み

※4 �圧縮空気とは、圧縮され高圧になった空気で、機械を稼働させるエネルギー
などとして使用される。

※1 �製品の省エネルギー対策はP30〜33をご覧ください。
※2��CO2排出原単位とは、付加価値生産高（＝生産高−外部流出費）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。

※3 �CO2排出量は、（社）日本経済団体連合会の環境自主行動計画の算定基
準に準拠します。
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2005 20062004 2007 2008年度

転換

80

60

40

20

35.8

4％
9％
8％
6％

5％
8％
8％
4％

7％
8％
6％
4％

9％
8％
4％
4％

7％
3％
3％

11％

42.1 43.2 44.0 45.1 38.4

100

0

■A重油
■都市ガス

■灯油 ■LPG
■電力

■原単位削減率目標 

合
計（
％
）

■原単位削減率実績 

73％ 75％ 75％ 75％ 76％

NSKカラー

文字

基本ベタ

濃いベタ

薄いベタ

青みグレー

クリーンエネルギーへの転換の状況（国内）【図2】

※ �エネルギー源の種類別の占有率は、エネルギー投入量（熱量）に基づいて算
出しています。2008年度の総エネルギー投入量は6,739TJです。

2008年度の成果

　NSKグループの国内工場では、景気の悪化による
生産減少に伴い、2008年度のCO2排出量が2007
年度より6.7万トン減少し、38.4万トンになりまし
た。しかし、生産高が予想を超える規模で減少したた

め、CO2排出原単位は増加する結果となりました。具
体的には、1999年度と比較してCO2排出原単位が
-10.0％と2007年度より4.2ポイント増加しました。
しかし、目標としていた8.6％削減は達成できました
（図1）。
　海外の工場でのCO2排出量は37.0万トンで、2007
年度に比べ4.2万トン減少しました。
　ワーキンググループ活動は、各工場の現状の取り組
みレベルを把握し、設備の改善や管理方法を見直すこ
とにより、省エネルギーやコストダウンを図ることを
目的にしています。後述のように、2008年度に実施
した5つのワーキンググループ活動は、大きな成果を
あげることができました。2009年度もテーマの見直
しと追加を行い、活動を継続していきます。
　CO2排出量の削減のために、クリーンエネルギーへ
の転換も重要です。このため、重油や灯油から、電力
や都市ガスへエネルギー源の転換を進めています。
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　本グループは、工場へ導入する空調システムの更新
の時により良いシステムを選定し、効率的な運転をす
ることで、エネルギー使用量を低減することを目的に
活動しています。空調システムの仕様を最適なものに
するために、選定する際に評価すべき項目を明確にし
ています。
　具体的には、設備に必要とされる冷暖房の能力を理
論的に推定し、多様なシステムを比較・評価すること
で、より優れた設備を選定できるようになりました。
今後は、システムの選定段階において、各工場の専門

家が参加する評議会を加え、NSKグループ全体の空
調システムのさらなる高度化をめざしていきます。

大津工場 生産技術課 副主務

中川 嘉一

電力使用量の常時監視化で
さらにきめ細かい省エネに挑戦します

大津工場では、生産活動にさまざまなエネルギーを使用し
ていますが、中でも電力がCO2排出量の約85％を占めています。そ
のため、工場でのCO2排出量削減には電力使用量の削減が必須で
す。そこでわたしたちが取り組んでいるのは、2008年に
導入した電力量常時監視システムの活用です。工場内
の使用電力をリアルタイムで計測することにより、不必
要な電力使用を洗い出し、それを削減することでCO2
排出量の削減に取り組んでいます。

空調システム対策ワーキンググループの活動

（写真2）  空調システム対策ワーキンググループの活動により導入された
高効率ヒートポンプチラーユニット

　本グループは、工場に冷却水を送るポンプや換気
用送風ファンなどの消費電力を低減することを目的に
活動しています。
　まず、NSKグループ全工場の給水ポンプや送風ファ
ンの設置個所と稼働状況を把握しました。続いて、そ
の用途や稼働状況などから回転抑制の可否と省エネ効
果を算出しました。工場ごとにモータの回転数を制御
するためのインバータ導入計画を立案し、さらに、この
作業を通じて「NSK給水ポンプ・ファンのインバータ
導入ガイドライン」を作成しました。これらにより、イ
ンバータ導入の判断基準が明確になりました。

給水ポンプ・送風ファン対策
ワーキンググループの活動

（写真1） コンプレッサー対策ワーキンググループの活動

場の稼働状況によって変わる圧縮空気の使用量に応
じて、コンプレッサーの運転台数を自動的に制御する
装置や、圧縮空気の供給量をムダなく制御できるイン
バータ付きコンプレッサーの導入を進めています。さ
らに、コンプレッサーから工作機械までの配管におけ
る圧力損失を抑え、送り出す圧縮空気の圧力を低く設
定し、消費電力の削減を推進しています。

（写真3） 給水ポンプ・送風ファン対策ワーキンググループの活動

MOTION & CONTROL 環境とNSK
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　本グループは、工作機械を動かすために必要な油
圧ユニットを省エネ型のものに変更し、電力使用量を
削減することを目的に活動しています。
　インバータが組み込まれた省エネ型の油圧ユニッ
トを使うことで、機械の動きに合わせてモータの回転
数をコントロールすることが可能となり、大幅な省エ
ネを実現できます。本グループでは、これまでに各工
場の現状を調査し、省エネ型に更新が可能な対象設備
を明確にしました。今後は、製品の品質や加工効率に
影響がないこと
を確認しながら、
計画的に切り替
えを進めていき
ます。

　本グループは、照明機器の高効率化と工場の明るさ
の見直しにより、電力使用量を削減することを目的に
活動しています。
　照明機器の高効率化は、同じ明るさでも消費電力を
20％低減できるHf型蛍光灯などへの更新により可能
となります。各工場の状況を調査した結果、既設の照
明機器の型式や購入先などは、各工場でさまざまでし
た。今後は効率の良い機種の選定を行い、計画的な更
新を行います。

　また、明るさについては、従来下限だけが決められ
ていましたが基準値に上限を加え、適切な明るさに設
定を見直すことで、ムダな電力消費を削減できます。
今後は、上下限基準を社内規定に反映し、さらなる省
エネを進めます。

照明対策ワーキンググループの活動

地
球
温
暖
化
対
策

昆山工場での省エネ活動

　中国の昆山恩斯克有限公司では、インバータで出力
の制御が可能なコンプレッサーの導入や照明機器の
高効率化などで電力使用量の削減に取り組んでいま
す。この結果、2008年度はCO2排出量を2007年度
と比べて910トン削減できました。

（写真6） 昆山恩斯克有限公司のコンプレッサー

（写真5） グループ活動で間引きをした天井照明

対策前 対策後

（写真4） グループ活動で導入を推進している
省エネ型の油圧ユニット

油圧ユニット対策ワーキンググループの活動

NSKプレシジョン・アメリカ社での省エネ活動

　NSKプレシジョン・アメリカ社では、ボイラーの省
エネを進めています。この工場での精密な製品の製造
には、室内の温度の制御が必要です。そこで、空調用
ボイラーの燃焼効率の最適化と改造によって、天然ガ
スの使用量を削減しました。2008年度は、CO2排出
量を2007年度と比べて40トン削減しました。

対策前 対策後

（写真7） NSKプレシジョン・アメリカ社の空調用ボイラーの改造
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効率的な輸送方法への転換を推進

物流での取り組み

　NSKグループでは、輸送のリードタイムとコストと
の調整を図りながら、トラック輸送と比べCO2排出量
の少ない鉄道や船の利用（モーダルシフト）（図3）を推
進しています。
　2008年度は、前年度より運用を開始したカーフェ
リー輸送を拡大させるため、新たに九州のお客様への

　NSKグループでは、物流段階での環境負荷の低減
に向け、輸送方法の変更や輸送効率の向上などを推進
しています。
　物流を担当するNSKロジスティックス（株）と連携
し、部品や製品の国内および国際輸送において、輸送
効率や積載効率の向上、環境負荷の低い輸送手段へ
の切り替えなどを行い、CO2排出量の削減に努めてい
ます。その結果、2008年度のCO2排出量は、1.7万ト
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。

輸送方法の転換によるCO2排出量の削減【図3】
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10t MR

MR20t20t

●カーフェリーを使った輸送

NSKグループ工場 倉庫 お客様ミルクランカーフェリー20tトレーラ 20tトレーラ

輸送方法の転換 CO2削減効果：60％以上

輸送をトラックからカーフェリーに切り替えました。
便の限られるカーフェリーを有効に活用するため、九
州地区に倉庫を新設することで課題を解決し、実施す
ることができました。この結果、年間425トンのCO2
排出量を削減しました。
　また、製品を載せるパレットの形状を見直し、パレッ
トあたりの製品収容数を15から35へと大幅に改善
し積載効率を高めたことで、年間220トンのCO2排
出量を削減しました。

　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させることで、CO2
排出量の削減に貢献しています。複数のお取引先を地
域別に循環集荷するミルクラン※5や、お客様に製品
を納品した帰り便を有効活用して、車両の集約や積載
効率の向上を行っています。
　なお、2008年度、「共同輸送」に参加したお取引先
企業は178社となり、グループ全体のお取引先の約
30％となりました。
※5 �複数の出荷元に輸送便を循環運転させ、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。

共同輸送の推進

MOTION & CONTROL 環境とNSK
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省
資
源
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　NSKグループでは、3R（Reduce＝発生抑制、
Reuse＝再使用、Recycle＝リサイクル)に取り組ん
でいます。この3Rにより、埋め立て処分をできるだ
け「ゼロ」に近づけるゼロエミッションを推進していま
す。2007年11月からは、新たに発足した省資源部会
が中心となって、工場と技術開発部門とが連携を深め
ながら、資源をより有効に活用したモノづくりの実現
に向けた活動を強化しています。

　NSKグループでは、ゼロエミッションを「埋め立て
処分率が1％以下となること」と定義し、これを目標に
活動を進めています。
　2008年度、国内工場で発生した廃棄物等の総排出
量は84,592トン、埋め立て処分率0.8％となり、ゼロ
エミッションの目標を維持・達成しました。また、リサ
イクル率は98.8％で、目標※の98％以上を達成しま
した（図1・図2）。海外の工場では、総排出量が56,366
トン、リサイクル率が89.0％でした。
　また、リサイクル率、埋め立て処分率は2008年度
から次式で算定しています。廃棄物等の処理を委託す

廃棄物処理のフロー（国内グループ合計）【図2】

　工作機械などに使われるリニアガイド（直動案内軸
受）のレールは、1本の長いレールをお客様が指定す
る長さに切断して、組立・出荷しています。この時に、

るお取引先での、環境に配慮された方法の水処理施
設からの、環境基準を満たした排水のように、水処理
などで適正に減量化された量を集計から除きました。
これにより、リサイクルの取り組みの進捗と実績がよ
りリンクした指標
としました。なお、
図1に示す過去の
実績についても
この計算式を適
用しました。

最終処分量・リサイクル率の推移（国内グループ合計）【図1】
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※  リサイクル率の計算式の変更により、2010年度のリサイクル率の目標は
「98％以上の達成」から「98％以上の維持」に変更。

リサイクル内訳
■金属くず・研削くずなど … 82.0％
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■その他…… 1.1％
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内訳） 再使用量：5t
 再生利用量：73,716t
 熱回収量：3,507t

リサイクル 77,228t（98.8％）

総排出量 84,592t

廃液など 紙くずなど 廃砥石・
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減量化（水処理）
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リニアガイドの鋼材廃棄量の削減【図3】

端材：廃棄

端材廃棄量
60％削減

（1.7t／月削減）

リニアガイド
レール：定尺にて加工後

切断後、製品化

切断割付最適化

工場での取り組み

2008年度の成果

NSKリニアガイド™のレール廃棄量の削減

リサイクル率（％）＝
　　 リサイクル量 ×100
総排出量-減量化（水処理）

埋め立て処分率（％）＝
　　埋め立て処分量 ×100
総排出量-減量化（水処理）
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　NSKグループの各工場だけでなく、廃棄物等の処
理を委託するお取引先と連携を深めながら、双方が管
理レベルを向上していくことが重要です。
　NSKグループでは、2006年度から廃棄物等管理シ
ステムの導入と研修を行っています。2007年度は、
お取引先の取り組み
を現地で確認するポ
イントをマニュアル
化し、勉強会を開催
して、全担当者が同
じレベルで評価でき
るようにしました。

省
資
源
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策

　日本と中国間での国際輸送は、従来、段ボール箱を
使用していました。これを、繰り返し使用できる樹脂
製の箱に切り替え、段ボールの使用量を削減しまし
た。また、出荷する際に箱を載せる台（パレット）を、
木製から耐久性の高い樹脂製へ切り替えを行い、木
製パレットの購入量を減らしています。2008年度は、
2004年度に比べ34％削減しました。

NSKステアリングシステムズ（株） 
管理部 総務人事課

加藤 満

廃棄物処理の問題に、
スピードを持って取り組みます！

廃棄物処理に携わって18年。当時は、焼却や埋め立て
が主流でリサイクル率も当然低く、今とは比較できない状況でした。リ
サイクルを推進するため、信頼できる処理業者をコー
ディネートするのに苦労しました。廃棄物管理は複雑
で、毎年のように新たな問題が明らかになりますが、
対策が後手に回ることがないよう、今後も日々勉強
しながらスピードを持って取り組んでいきます。

H P http://www.jp.nsk.com/csr/datadust.html※ 廃棄物の工場別のデータは、ホームページをご覧ください。

電動パワーステアリング部品の鋼材廃棄量の削減【図4】

　電動パワーステアリング（EPS）の減速ギヤ部に使
用する樹脂性のギヤは、中心の軸を固定する部分に強
度を持たせるため、「芯

しんがね

金」という部品が組み込まれ
ています。この部品は、プレス加工によって鋼板を丸
く打ち抜いて生産します。従来、鋼材から1列で打ち
抜いていたものを2列で打ち抜くように変更したこと
で、ムダになる部分を30～40％削減しました。

パレット購入量の推移【図5】
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改善後

改善前

減速ギヤ部

加工

減速ギヤの
芯金

抜きカス量
30～40％削減

■部分…芯金4枚の製作で発生する抜きカス

改善後

改善前

減速ギヤ部

減速ギヤの
芯金

抜きカス量
30～40％削減

芯金部品
抜きカス

芯金部品

物流での取り組み
電動パワーステアリング部品材料のムダ削減

お取引先との連携強化

2008年度から、そのマニュアルの運用を開始すると
ともに、結果をお取引先にフィードバックし、改善に
役立てていただいています。

（写真1）  鹿島選鉱株式会社様での
現地確認の様子

切断した後の余り（端材）がなるべく出ないように、長
さの組み合わせを決める計算ソフトを最適化し、廃棄
する端材の量を60％削減しました（図3）。

MOTION & CONTROL 環境とNSK
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環境負荷物質対策

環
境
負
荷
物
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対
策

　NSKグループでは、化学物質が環境に与える影響を
できる限り小さくするとともに、国内外の法規制やお
客様の自主基準に適合させるため、「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。
　このためには、国内外のNSKグループ全体で情報を
共有し、取り組みを強化していくことが重要です。そ
のため、化学物質管理室が各地域を訪問し、担当者へ
の説明会を開催しています。2008年度は、中国におい
て各工場の担当者向けの説明会を開催しました。

　EU（欧州連合）において、2007年6月にREACH
規則が施行され、化学物質の規制が強化されました。
REACH規則では、年間1トン以上の化学物質を製造ま
たは輸入する事業者は、欧州化学品庁にその化学物質

を登録するとともに、人や生態系への安全性評価を実
施しなければなりません。2008年6月から12月まで
が予備登録※2の申請期間として定められていました。
　NSKグループは、この規則に対応するため、EU内
の生産拠点で輸入しているグリースや防錆油などの
化学製品を洗い出しました。そして、化学物質の輸入
量が年間500kg以上を対象として、製造元に予備登
録への対応を要請し、登録完了を確認しました。

REACH規則※1への対応

NSKグループの製造拠点とREACH規則の対象製品【図1】

環境負荷物質の管理強化

※1 �REACH（Registration,�Evaluation,�Authorisation�and�Restriction�of�
Chemicals）規則：EU（欧州連合）において、新たに公布された化学物質の
登録、評価、制限および認可の制度。

※2 ��予備登録：EUにおいて、年間１トン以上の化学物質を製造または輸入する
場合、事業者はその化学物質の情報についてEUの公的機関に登録しなけ
ればなりません。予備登録を行うことで、登録まで一定期間の猶予が与えら
れます。

　NSKグループでは、環境負荷物質を確実に管理す
るため、2006年度から化学物質管理システムを導入
しています。これにより、環境負荷物質がNSK製品に
含まれているのかいないのか、またどの物質がどの程
度含まれるかなどの情報を、各部署の担当者が随時確
認することができます。
　このシステムは国内から導入を始め、現在、海外工

REACH規則の対象製品

EU（欧州連合）

物質
[ Substance ]

成形品（軸受、自動車など）
[ Article ]

調剤（グリース、防錆油など）
[ Preparation ]

化学物質管理システム

日本 アメリカ

ブラジル

アジア
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H P http://www.jp.nsk.com/csr/greenps.html※3「NSKグループ グリーン調達基準書」は、ホームページをご覧ください。

環
境
負
荷
物
質
対
策

　約3,000種類の化学物質を対象に、独自に環境負
荷物質の規制ランク（禁止物質、削減物質、制限物質）
を定め適切に管理しています。具体的には、禁止物質
は製品に使用しません。削減物質をやむを得ず製品
に使用する場合は、その設計者が削減計画を立案し、
実行します。制限物質を使用する場合にも、代替物
質への切り替えの検討を設計者に義務付けています。
2008年度は、化学物質の管理が確実に実行できるよ
う、化学物質管理室が開発・設計部門への説明会を実
施しました。

　化学物質に関する法令を遵守するためには、環境
負荷物質の管理などをNSKグループだけでなく、お
取引先との恊働で取り組むことが不可欠です。NSK
グループでは、お取引先に守っていただきたい事項を
「NSKグループ グリーン調達基準書」※3に定め、明確
にしています。

　化学物質について国内外の規制やお客様の要求事項
に対応するため、NSKグループでは2008年度に「NSK
グループ グリーン調達基準書」と「NSK環境負荷物質
リスト」を第5版に改定しました。各国のお取引先に
も対応いただけるよう、日本語に加え英語、中国語の
「NSKグループ グリーン調達基準書」も作成しました。
今後、タイ語、ポーランド語版も作成する予定です。

　NSKグループでは、お取引先にNSKグループのグ
リーン調達活動への理解を深めていただくため、説明
会を開催しました。2008年度は、国内5会場で合計6
回、680社のお取
引先に参加いただ
きました。また、中
国・アセアンでも
各工場で順次説明
会を開催する予定
です。

総合環境部 化学物質管理室 副主務

熊谷 徹

製品も、製造も環境負荷ゼロをめざした
グリーン調達を進めます！

私は、2008年度、調達部門から現在の総合環境部に異動
しました。前の職場ではグリーン調達の窓口を、現在はグリーン調達全
体を管理する仕事をしています。環境負荷物質は、製品
の材料以外に製造工程で使う補助材にも含まれます。
2008年度は、この補助材までグリーン調達の対象を
拡大。説明会に参加いただくお取引先が増加しました
が、まだまだ道半ば。お取引先との協力を進め、お客様
に満足いただけるQCDと環境対応を高めていきます！

グリーン調達基準書の改定

グリーン調達説明会の開催

（写真1） グリーン調達説明会

お取引先への5つの要求事項

NSK禁止物質を含有・付着した製品を納入しないこと
各種提出書類を速やかに提出すること（同意書 など）
環境マネジメントシステム（EMS）を構築すること
環境負荷物質の保証体制を構築すること
「NSKグループ グリーン調達システム」に登録し、利用すること

1
2
3
4
5

調達での取り組み

場が製造する製品にまで対象範囲を拡大しているとこ
ろです。そのため、2008年度にシステムの英語への対
応を図り、タイとインドネシアの2工場がデータ登録
を行いました。
　今後、さらに対象範囲を広げ、グローバルな化学物
質管理のシステムに発展させていきます。

開発・設計での取り組み

　また、新たに取引を開始する際には、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、
取引の可否を判断しています。

MOTION & CONTROL 環境とNSK
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　製品に環境負荷物質を含有、付着させないだけでな
く、製造工程で扱う環境負荷物質をより少なくするた
め、NSKグループでは独自に規則を定め、取り組んで
います。
　この規則では、金属部品を加工する際に用いる油剤
に使われている塩素系添加剤（中・長鎖型塩素化パラ
フィン）を削減物質に指定し、各事業所で2011年12
月までに全廃することを目標に活動しています。また、
2-アミノエタノールや1,3,5 -トリメチルベンゼンなど
のPRTR法※4対象物質を含む防錆油や洗浄剤につい
ても、代替を進めることで廃止をめざしています。

工場での取り組み

　NSKグループでは、環境関連の法律や工場が立地
する地域の条例を遵守することはもちろん、より厳し
いNSKグループ独自の自主基準値を定めています。
さらに、ボイラーや排水処理設備の運転状況の監視や
定期的なメンテナンスなどを実施し、常に良好な状態
を維持することで大気汚染物質や水質汚濁物質の削
減をめざしています。

塩素系添加剤を含有する加工油剤の削減

PRTR法対象物質を含有する油剤の品目数の削減

揮発性有機化合物(VOC)排出削減の推進

大気汚染・水質汚濁物質の削減

　塩素系添加剤を含む加工油剤は、使用後に焼却処
分するとダイオキシンを発生する可能性が指摘され
ています。このため、NSKグループでは、その全廃に
取り組んでいます。
　自動車部品をプレス加工する工程など、厳しい加工
条件で用いられる油剤は、代替品の選定が難航して
いました。そこで、2007年度から生産技術センター
と各工場が共同で活動を進めるワーキンググループ
を発足させ、取り組みを強化しました。このワーキン

ググループでは、工場のメンバーが主体となり、油剤
メーカの協力を得て代替品の選定を行いました。また、
生産技術センターでは、プレス加工に用いる金型をコ
ンピュータで解析して形状を見直すなどの活動を行
いました。この結果、6割にあたる12品目を廃止する
ことができました。まだ技術的に代替が難しい油剤が
9品目残っていますが、2011年12月までの全廃をめ
ざし、さらに取り組みを強化します（図2）。

　NSKグループが2008年度に扱ったPRTR法対象物
質はキシレンとトルエンで、全体の64％を占めていま
す。これらの多くは、空調機器の燃料に使用される灯
油やフォークリフトの燃料であるガソリンに含まれて
います。このため、空調機器は設備の更新時に灯油か
ら天然ガスへの転換を、フォークリフトは電動フォーク

　アメリカのクラリンダ工場では、軸受の洗浄に低粘
度鉱油を使用しており、それに含まれるVOCが蒸発
することで、大気汚染の原因になる可能性がありまし
た。このため、2005年から油剤メーカと共同で、代替
洗浄剤への切り替えを計画的に進め、2009年3月に
切り替えを完了しました。その結果、工場からの排出
ガスに含まれるVOCの濃度は、処理装置を使用しな
くても、州法が定める基準をクリアできるようになり
ました。
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塩素系添加剤を含む加工油剤の品目数の推移（国内）【図2】

※4 �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。
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　塩素系有機溶剤は、かつて金属製品の洗浄などに
広く用いられていましたが、蒸発するとオゾン層破壊、
地下に浸透すると土壌や地下水を汚染する原因にな

塩素系有機溶剤による汚染の浄化

NSKニードルベアリング(株)
高崎工場 塑性加工課

冨田 雄介

塩素系添加剤ゼロ!!
新しいプレス油に切り替えました

NSKニードルベアリング（株）では、塩素系添加剤を含むプ
レス用の加工油剤を全廃するため、新たな油剤への切り替えを進めて
います。従来、塩素系の添加剤は、プレス性能の向上のために欠か
せませんでした。非塩素系の加工油剤のテストでは、製品品質に影響
したり、加工効率がダウンしました。代わりの添加剤によるコストアップ
の問題もありました。これらの問題をクリアするため、油剤
メーカと成分の調整や実機でのロングランテストを1年
半に渡り行ってきました。その結果、使用量が年間約
10,000ℓと最も多く使われる加工油剤を切り替えるこ
とができました。今後さらにペースを上げ、残る加工油
剤も非塩素化を達成したいと思います。

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 2,443 0 977 1,466 0 0

エチルベンゼン 2,849 219 0 105 2,525 0

キシレン 93,711 18,768 0 794 68,412 5,737

クレゾール 1,981 1,823 0 129 29 0

1,1-ジクロロ-1-
フルオロエタン 1,034 1,018 0 16 0 0

ジクロロペンタフル
オロプロパン 5,101 5,025 0 76 0 0

1,3,5-
トリメチルベンゼン 1,135 748 0 0 387 0

トルエン 71,036 33,582 0 2,795 34,659 0

バリウム 1,885 0 0 1,885 0 0

フェノール 90,470 1,809 0 5,881 82,780 0

ベンゼン 4,194 0 0 0 4,194 0

（kg／年）

PRTR法対象物質の排出量（2008年度／国内）【表1】
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H P http://www.jp.nsk.com/csr/dataprtr.html※ 工場ごとのPRTR法対象物質に関するデータは、ホームページをご覧ください。

リフトへの切り替えを計画的に進めています。この取
り組みにより、PRTR法対象物質だけでなくCO2排出
量の削減も推進しています。
　そのほか、1,3,5 -トリメチルベンゼンを含有しない
防錆油への切り替えなどを進め、PRTR法対象物質を
含有する油剤の品目数を2000年度比で69％削減し
ました。

ります。このことから、NSKグループでは2003年度
までに塩素系有機溶剤の使用を廃止し、現在は「禁止
物質」（P45参照）に指定しています。1997年から社内
調査を実施してきましたが、過去に塩素系有機溶剤を
使用していた7工場で敷地内の土壌や地下水に汚染
を確認し、行政当局に報告するとともに浄化を進めて
います。
　既に浄化を開始している（株）天辻鋼球製作所 滋賀
工場にて、2007年5月から改めて調査を実施したと
ころ、2008年10月に新たに敷地境界付近で環境基
準を超える地下水の汚染を確認しました。この結果を
受け、行政当局や工場の周辺地区の住民に報告する
とともに、追加の浄化対策に着手しました。今回明ら
かになった汚染は、地表から深さ約15メートルにあ
る地下水に存在し、拡散範囲も限定的と推測していま
す。なお、近隣の井戸は飲用には使用されていません。
　そのほか、現時点までに1工場が浄化を完了し5工
場が継続しています。これら5工場の地下水は、かな
り浄化が進んでいますが、さらに対策を完了するまで
に数年が必要と見込んでいます。
　また現在、将来的に必要となることが予想される土
壌汚染などの修復費用の調査を進めています。今後、
その結果について随時公開していきます。

MOTION & CONTROL 環境とNSK
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執行役常務
財務本部長 IR・CSR室担当

斉藤 佳男

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、企業評価を手掛ける。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
昨年に引き続き、（株）日本総合研究所の
足達英一郎氏に本レポートに対する
ご意見を伺いました。 「NSKグループ CSRレポート2008」に対する

ご意見への対応（主要項目）

ご意見 NSKグループの対応 掲載
ページ

製品の技術革新の成果
を明確化し毎年紹介

環境効率指標を導入し、開発製品の評価への活
用を開始しました。今後も、紹介を継続します。 P30

海外事業所の従業員に
向けたCSRの取り組み

「NSK企業倫理規則」を改定し、特に海外でリス
クの高い人権･労働への配慮などを明確化しまし
た。また、その内容を従業員に周知するための活
動を開始しました。

P17

重要なリスク要因への対
応（輸出管理、化学物質
管理、土壌･地下水汚染）

輸出管理の強化をするため、社内規定の強化と
グローバルな管理体制の整備を進めました。 P17

化学物質管理としてEUのREACH規則への対
応、化学物質管理システムの海外事業所への拡
大などを進めています。

P44

新たに判明した土壌･地下水汚染に対して、速や
かに対策を開始しました。また、将来、修復に必
要となる費用の算定に着手しました。

P47

ご意見をいただいて
　昨年度のレポートに引き続き、貴重なご意
見をいただきありがとうございました。
　まず昨年頂戴したご意見へのNSKグルー
プの対応について、上記一覧表でご報告しま
した。ご評価いただいた「環境効率指標」は、社
内での製品開発のレベルアップとともに、社
外への製品訴求力の向上にも役立つものと期
待しています。
　さて今回ご意見をいただいた内容について、
まずNSK製品が組み込まれた製品が、使用さ

れる際の環境負荷の削減に関し、次年度のレ
ポートでいくつかの事例を取り上げ、CO2排
出量の削減効果を試算した結果としてご報告
することを検討します。またそのほか、NSK
グループのCO2排出量の削減目標で、基準年
度として設定した2006年度の実績と、京都
議定書が基準年度に定める1990年度の実績
との対比や、社会面の対応などの諸項目につ
きましても、ご意見を真摯に受け止め、次年度
のレポートの内容に反映させてまいります。

　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グループの企業の社会的責任（CSR）に関し、
第三者意見を以下に提出します。
　2009年3月期は減収、減益となる厳しい経済環境
下であったにもかかわらず、P6〜7に記載のように、
2008年度のレポートで掲げた推進策や目標値を、お
おむねすべて達成することができたとしている点を
評価します。
　昨年度、製品の技術革新に関する事項、海外の従業
員に関する事項、輸出管理、化学物質管理、土壌・地
下水汚染などの重要なリスクへの対応に関する事項に
ついて、開示の充実を求めました。これらの点につい
て一定の対応をいただいたことに感謝申し上げます。
　とりわけ、「環境効率指標」を導入されたことを高
く評価したいと思います。これによって「事業を通じ
て世界中のエネルギーロスを削減することが、当社
グループの社会的責任である」という考え方が、どの
ように具現化されているのかが可視化されました。た
だ、指標の定義で、NSKグループ内で生じる環境負
荷と、軸受などが組み込まれた製品が使用される際
に生じる環境負荷が必ずしも明確に峻別されていな
い印象を受けます。指標の継続的な改善を要望しま

す。また、次年度は風力発電、鉄道車両向けの製品に
ついても、ぜひ言及してください。
　CO2排出量については、2012年度の排出量を
2006年度実績以下にすることを目標に掲げていま
す。総量目標を設定されたこと自体は評価しますが、
2006年度実績が1990年度対比で何％となるのか興
味のあるところです。また、わが国の削減中期目標は
2020年に1990年対比で8％削減とするとなってい
ます。御社グループにおいても、2020年などの中期
的な視野に立った削減目標の設定と、その実現シナ
リオの構築、公表を期待します。
　御社の外部顧客売上高の50％が海外顧客です。さ
らに、製品が使用されているのは発展途上国のケー
スも多いと考えられます。P4には、社会の抱える課
題として、「貧困のない社会」や「紛争のない社会」が
掲げられていますが、こうした観点から、途上国の貧
困や紛争の問題解決に資する取り組みを拡充される
ことを期待いたします。
　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などの作成基準に準拠し
て正確に測定、算定され、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果を表
明するものではありません。
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ご意見 NSKグループの対応 掲載
ページ

製品の技術革新の成果
を明確化し毎年紹介

環境効率指標を導入し、開発製品の評価への活
用を開始しました。今後も、紹介を継続します。 P30

海外事業所の従業員に
向けたCSRの取り組み

「NSK企業倫理規則」を改定し、特に海外でリス
クの高い人権･労働への配慮などを明確化しまし
た。また、その内容を従業員に周知するための活
動を開始しました。

P17

重要なリスク要因への対
応（輸出管理、化学物質
管理、土壌･地下水汚染）

輸出管理の強化をするため、社内規定の強化と
グローバルな管理体制の整備を進めました。 P17

化学物質管理としてEUのREACH規則への対
応、化学物質管理システムの海外事業所への拡
大などを進めています。

P44

新たに判明した土壌･地下水汚染に対して、速や
かに対策を開始しました。また、将来、修復に必
要となる費用の算定に着手しました。

P47
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企業情報

お わ り に

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

売 上 高  連結：6,476億円 
単体：4,044億円

従 業 員 数 連結： 24,050人
 単体： 5,274人

連結グループ会社  国内：23社 
海外：66社

株 主 数  27,947人

売上高／営業利益

NSKグローバル拠点図（2009年3月末現在）

企業情報（2009年3月末現在） 地域別売上高（連結）

地域別従業員構成（連結）

「NSKグループ CSRレポート2009」へ皆さまのご意見・ご感想をお寄せください。
「NSKグループ CSRレポート2009」をご覧いただきありがとうございました。

NSKグループでは、皆さまからのご意見・ご感想をいただき
今後のCSR活動やレポート制作に役立てていきたいと考えております。

お手数ですが、アンケート用紙またはホームページから
ご意見・ご感想をお聞かせください。

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

※ お客様の所在地ベース。（2009年3月期）

※ 臨時従業員を除く。（2009年3月末現在）

●統括拠点　■製造拠点　◆販売拠点　▲技術拠点　★駐在員事務所
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  コミュニティへの貢献  

  環境保全  

  人への思いやり    日々のチャレンジ  

  自然との共存  

  環境保護　資源を大切にすること 

  皆のための配慮  

  未来のために今を良くすること！  
NSKのビジネスの軌跡に、
より良い世界が生み出される

豊かさを創造し、
豊かさを分かち合う 

わたしたちの
地球を守ること

すべての生物と
母なる地球への責任

環境への
真摯な取り組み

人類と
環境への責任  生活を豊かで喜びのあるものに  

  時代とともに進歩すること  

  心からの行動  

  豊かな社会  

  変化すること    やり通すこと  

  持続的な成長の源    尊敬される企業    夢を掲げること    地球への慈しみ  

  人と自然の調和  

  責任ある社会へ  

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

発行 ●  2009年7月（毎年発行：前回2008年7月、次回2010年7月予定）

わたしたちのCSRって……
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