






取締役社長

関 谷  哲 夫

　環境省は本年の環境白書において「地球と共生する『環

の国日本』の実現を目指して」をテーマに掲げ、循環型

社会の形成に向けた全国民レベルでの取組について呼び

かけを行いました。「環境の世紀」の幕開けをむかえ、社

会経済を営むすべてのものがそれぞれの責任で地球環境

問題に取り組むことが必須となってきております。

　弊社はかねてより地球環境の保全に向けた努力を続け

てまいりましたが、本年より経営革新の最重要課題のひ

とつとして「環境経営推進」を掲げております。環境問題

への取組を従来の生産拠点レベルから全社レベルに広げ

て展開し、社員一人ひとりが誇りをもち、社会からも信

頼される新たな環境保全活動を目指してまいります。ま

た、弊社の提供する製品が社会や地球環境に貢献するこ

とを願い、NSKグループの技術力を結集した環境貢献型

商品の研究・開発に引き続き取り組んでまいります。

　地球規模かつ長期的な視点では、弊社の取組はまだ緒

についたばかりですが、私どもNSKグループは、製造業

者としての使命と責務を率先して担うべき立場にあるこ

とを自覚しております。持続可能な社会への移行が求め

られる中で、「循環型社会」の構築に貢献するシステムを

つくりあげることが弊社にとって急務であるとの認識の

もと、今後とも環境経営の推進に全力をあげることをお

約束いたします。

　今回の環境報告書は弊社にとって初めての発行となり

ます。本報告書では、環境保全活動の現状と今後の活動

方針に関する弊社の考え方をわかりやすくお伝えするよ

う努めました。本書を通じて、投資家・株主・お取引先を

はじめとするステークホルダーの皆さまにはもちろん、

近隣住民・NGOなどの皆さまからも忌憚のないご意見・

ご提言をたまわり、今後の環境保全活動に活かしてまい

りたいと考えております。
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　当社の技術・商品開発の基本は、摩擦を自由にコントロー

ルするための技術概念である「トライボロジー（TRIBOLOGY）」

技術の向上です。トライボロジーとは、やや専門的にいえば

「相対運動する2つの表面に関する科学、技

術」、つまり「摩擦と潤滑の研究」です。

当社が長年にわたって行っ てきた研究

と商品開発、技術開発を広い視野でと

らえた概念です。

環境改善に貢献できる商品の開発
　当社の事業活動では、生産部門がより大きな環境への影響

を持つため、1997年より、環境管理の国際規格 ISO14001の

導入について全社的なガイドラインを策定し、ISO14001の

認証取得を開始しました。

　国内生産拠点ならびにNSKブランドで製造販売している

関連会社については、すでに認証取得を完了。その他の部品・

機械製造関連会社についても、ISOに準じた社内環境マネ

ジメントシステムの構築あるいは ISO14001の認証取得を

図っています。また、海外部門においても、米州、欧州、アジ

アの各地域に環境コーディネーターを、海外各工場に環境管

理責任者を置き、環境保全活動に積極的に取り組んでいます。

環境 ISOの認証取得

開発などすべての事業活動において環境問題にさらに積極的

に取り組むため、NSK環境方針を制定しました。

　環境方針では、環境と調和する技術と環境にやさしい生産

を追求し人と地球の共生を図ること、環境負荷の低減に努め

ること、グローバルな良き企業市民として環境と調和した豊

かな社会の実現に貢献することを掲げ、あわせて環境行動指

針も定めました。

　また、当社では国内外に生産拠点を展開していることから、

進出地域や進出国における共生、環境との調和を重視し、そ

の地域に応じた環境方針を工場ごとに制定しました。

　この概念を商品開発において徹底させ、

多大な努力を積み重ねることで、潤滑・摩

擦・磨耗の技術、油膜力学についての技術、材料技術、加工

技術、解析および計測評価技術、電磁力システム技術、超精

密位置決め技術など、幅広い分野にわたるキー技術を獲得。

省エネ・省資源など、環境改善に貢献できる製品を作りだし

てきました。

NSK環境方針の制定

自主行動計画の策定
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地球環境保全委員会の設置

　オゾン層の変化が私たちの健康や環境に有害な影響を及ぼ

すおそれがあることから、当社は1990年にフロン等規制総合

対策委員会を設け活動をしてきました。さらに活動の対象を

広げ環境保全活動を展開するため、1993年、地球環境保全委

員会を発足させました。

　環境への負荷が大きい生産拠点をフォローする体制をつく

るため、生産部門、技術部門、総務部門、購買部門等の各部

門長等を当委員会の委員に任命し、4つの専門部会が中心と

なり、地球温暖化対策（エネルギー部会）、廃棄物対策（廃棄

物部会）、有害化学物質対策（製品に係る化学物質部会）、環

境マネジメントシステムの構築（プロジェクト）に取り組ん

できました。各部会では、全社共通の目的に沿った行動計画

を作成し、部委員を通じ部門ごとに展開します。実績は方針

管理法でフォローしますが、担当者会議・エネルギー管理者

会議等においても、相互啓発・情報の交換・対策の水平展開

を図っています。

　また、地球環境の悪化に対応するため、関連会社環境連絡

会、自動車管理委員会、製造に係る化学物質部会等を順次新

設し、取組体制を拡充してきました。

　当社では、1991年に制定した企業理念の中において「地球

環境の保全をめざす」ことを掲げ、地球環境問題についての

取組を開始しましたが、1997年12月、生産活動や商品・技術

　 1988年、気候変動に関する国際会議がカナダで、1992年

には179の国家・政府機関を集めた国連環境開発会議（地球

サミット）がブラジルで開催され、地球温暖化を防ぐための

国際的な枠組みづくりが始まりました。

　当社においても、地球環境保全委員会の発足に伴い、1993

年に自主行動計画を策定しました。地球環境問題として、省

エネ、廃棄物減量、有害化学物質対策などを進めると共に、翌

年には環境マネジメントシステム構築を含めた監査を開始す

るなど、生産拠点を中心とする環境対策を行ってきました。

　 1997年、社団法人 経済団体連合会（経団連）において「経

団連地球環境憲章」が策定されたのを機に、1998年より社団

法人  日本ベアリング工業会を通じて経団連のボランタリープ

ランに参加し、積極的に活動を展開しています。
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メーカーはモノを作ることが事業活動のベースとなっていますが、ともすると事業活動の中で

自然環境の循環サイクルを乱し、多大な影響を与えかねません。

NSKでは、1975年に大気汚染や水質汚濁などの公害問題に対応するため、環境管理部を設置し、

各工場の公害対策や遵法状況をチェックし、公害対策の技術指導を行ってきました。

しかし、近年新たにオゾン層の変化や温暖化などの地球規模の問題が明らかになり、

従来までの対応では不十分であるという認識から、1991年には企業理念に

「地球環境の保全をめざす」ことを掲げ、新たに地球環境的な視点からの取組を開始しました。
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　当社は、地球環境保全委員会を設置した

1993年以降、自主行動計画を策定し生産拠

点に関する環境保全対策を主体に進めてま

いりました。

　2000年度末期限の中期目標の行動計画は

全項目で達成し、温暖化対策、廃棄物対策や

有害化学物質対策は軌道に乗っていると考

えております。また、商品開発の分野でも、

ハーフトロイダルCV Tのパワートロスユ

ニット、低トルク玉軸受の開発など自動車

や電気製品のエネルギー使用効率の向上に

よる省エネや小型軽量化による省資源に寄

与する環境貢献型商品を開発してきており

ます。

　しかしながら、循環型社会の構築という

視点でこれまでの取組をふりかえってみます

と、温暖化ガス削減や有害化学物質の削減、

リサイクルの推進などは、今後も事業活動

全般にわたる大きな課題であり、また技術

部門での取組でも開発研究でのライフサイ

クルアセスメント展開の遅れ、環境貢献型

商品の PRや当社の環境活動の対外的情報

提供など十分でなかったという認識もござい

ます。このため、当社では、本年 3月、経営

革新の課題のひとつとして環境経営推進を

掲げ、新たな取組を開始いたしました。

　環境問題にシステム的に取り組むため、商

品部門、物流部門などの専門部会を新設し、

地球環境保全委員会を再編成するなど、環

境組織を充実させ全社レベルで取り組み、環

境経営の構築を目指します。

　環境保全活動に係るコストと効果を把握することで、効率

的なコスト管理による効果的な環境対策を進めると共に、社

会に対して当社の取組を定量的に開示することを目的に、

1999年度より環境会計への取組を始めました。2000年 5月に

公表された環境省のガイドラインに基づいて自社の指針を作

成し、その指針に沿って集計を行っています。

とめて「グリーンオフィス活動」として

位置付け、新たな取組を展開いたします。

本社・一部支社および分社化した関連組織を対象として、社

員一人ひとりにおける環境意識の啓発・向上とオフィスの環

境負荷低減を目指していきます。

◎ グリーン調達
　当社では、自主基準に基づく有害化学物質の管理や、コ

ピー用紙・OA機器・自動車等に対象を限定して、個別にグ

リーン購入を進めてきましたが、新たに「グリーン調達基準

書」、「グリーン購入ガイドライン」を策定し運用を開始しま

した。今後、全グループレベルに運用範囲を拡大し、お取引

先と共に循環型社会の構築に向けた取組を進めます。

環境会計の導入

専務取締役
環境担当

寺 尾   勇
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環境管理組織の改編

新しい専門部会等による取組

　経営革新プロジェクトの発足を機に、当社では環境問題に

取り組む体制を全社横断型の体制に整えました。経営革新プ

ロジェクト推進室の環境経営推進グループは、組織の壁を超

えて環境課題を進める推進センターの役割を果たします。ま

た、地球環境保全委員会は環境保全の実務を推進します。従

来の地球環境保全委員会は、生産拠点における環境保全の取

組を中心とした組織構造となっていましたが、全社レベルで

より強力に推進するため、本年3月に組織を改編しました。製

品、製造、物流、調達、総務等各部門別に専門部会を再編・

拡充すると共に、各部門の役員を委員として任命し、権限と

責任を明確にしています。（専門部会長はこれまで通り役員ク

ラスが担当）なお、海外生産拠点については環境経営推進グ

ループが統括管理します。

　環境経営推進グループの新設に伴い、商品・物流・グリー

ンオフィス推進・グリーン調達において、環境保全体制の拡

充に向けた以下の取組を始めています。

これまでNSKの環境保全対策は、製品の開発をはじめとした分野や製造過程における

産業廃棄物などの分野を中心にさまざまな活動を行ってきました。

しかし、循環型社会の構築という視点からは、根幹的な構造改革を進めることが必要と考え、

さらに高い次元での環境問題への取組の強化を図るために、2001年 3月に社長直轄の

経営革新プロジェクト推進室を発足させ、環境経営推進グループを新設しました。

現在、NSKではこのプロジェクトを中核として、地球環境保全に向けた取組を全社レベルで

総合的に推進することを経営の最重要課題の一つと認識しています。

◎ 環境商品部会
　製品に含有される環境負荷物質に

ついては、これまで製品に係る化学

物質部会が管理してきましたが、原

材料から廃棄にいたる製品のライフサ

イクル全体を通じての環境負荷を把握

し、研究開発していくことが不可欠と考え、環境商品部会を

設置しました。LCA手法の展開や、環境を配慮した商品開発

基準の強化などにより、環境貢献型商品の開発を進めていき

ます。

◎ 物流部会
　物流段階での環境負荷軽減については、これまで自動車管

理委員会において低公害車導入、エコドライブの啓発などを

行ってきましたが、さらに全社的な取組を展開するために物

流部会を新設しました。今後は、輸送・配送時の環境負荷低

減（CO 2、NO x排出量低減）、環境包装の推進（梱包・包装

資材の使用量の削減）に取り組んでいきます。

◎ グリーンオフィス部会
　本社ビル（間接部門）における環境活動としては、これま

で紙の分別回収・リサイクル、廃棄物の分別および電気・水

の管理とそれぞれ個別に取り組んできましたが、これらをま

NSKの取組 ――― 2



対象範囲

本報告書における各項目の対象範囲は

以下の通りです。

NSK環境管理組織の対象範囲

日本精工株式会社

エヌエスケー・マイクロプレシジョン株式会社

井上軸受工業株式会社

エヌエスケー・トリントン株式会社

エヌエスケー・オートリブ株式会社

エヌエスケー・ワーナー株式会社

日本精工九州株式会社

新日本鋼球株式会社

千歳産業株式会社

旭精機株式会社

信和精工株式会社

株式会社日精浦和

自主行動計画におけるパフォーマンスデータ集計範囲

藤沢工場

滋賀工場大津プラント

滋賀工場石部プラント

前橋工場

総社工場 (含む赤城分工場 )

埼玉工場 (含む埼玉精機プラント)

福島工場

桐原精機プラント

エヌエスケー・オートリブ株式会社

　（桐原精機プラントと同一サイト）

多摩川工場

●1993年自主行動計画スタート時からの

データ継続性を考慮しています。

なお、多摩川工場については閉鎖のため

1998年まで集計しました。

対象期間

2000年度（2000年 4月～ 2001年 3月）

●パフォーマンスデータは上記期間を

対象としていますが、本報告書に記載される

具体的な取組については2001年 6月までの

ものとなっています。
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28  ・　福島工場

29  ・　前橋工場

30  ・　総社工場（含む赤城分工場）

31  ・　埼玉工場（含む埼玉精機プラント）

32  ・　藤沢工場／藤沢地区技術部

33  ・　桐原精機プラント／エヌエスケー・オートリブ株式会社

34  ・　滋賀工場（大津プラント、石部プラント）

●　グループ企業における取組

36  ・　エヌエスケー・トリントン株式会社

36  ・　エヌエスケー・ワーナー株式会社

37  ・　日本精工九州株式会社

37  ・　井上軸受工業株式会社

37  ・　エヌエスケー・マイクロプレシジョン株式会社

社名

日本精工株式会社（英文名 NSK Ltd.）

創立

1916年 11月8日（大正 5年）

資本金

約 672億円（2001年 3月末現在）

本社

〒 141-8560 東京都品川区大崎 1-6-3 日精ビル

電話

03-3779-7111（代表）

代表者

取締役社長　関谷 哲夫

主要事業

軸受、自動車関連部品、精機製品関連部品・

電子応用製品などの製造・販売

従業員数

連結：23,283人（2001年 3月末現在）

単独： 8,135人（2001年 3月末現在）

売上高（連結）

5, 331億円（2001年 3月期）

グループ企業

会社数：90社（2001年 3月末現在）

うち国内（含むNSK）：34社、海外：56社
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’97.04～ 

’98.03

第138期 
’98.04～ 

’99.03

第139期 
’99.04～ 

’00.03

第140期 
’00.04～ 

’01.03

売上高の推移 個別（単独） 連結 

億円 

会社概要

製品別の売上比率（第140期） 
売上高（連結）：5,331億円 

精機製品関連部品・ 
電子応用製品など 15 %

自動車関連部品 25 %

　軸受　60 %
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BLACKBURN
PETERLEE
STONEHOUSE
NEWARK
COVENTRY
BULLE
TURIN
KIELCE
MUNDERKINGEN

CHANGWON
KUNSHAN
ANSHUN
CHONBURI
BANGKOK
BALAKONG
CHENNAI
JAKARTA

CLARINDA
ANN ARBOR
BENNINGTON
FRANKLIN
LIBERTY

SUZANO

注）日本国内の生産体制は13ページをご参照ください。 

NSKのグローバル生産体制
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 1 ］総合的な取組み

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、人と地球の共生を図ります。

 2 ］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。

 3 ］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。

環境行動指針
1. 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る。

2. 環境負荷低減型の商品づくりと技術開発をおこなう。

3. 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

環境保全に取組む。

4. 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組む。

5. 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る。

6. 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る。

7. 環境に関する社会活動により、社会に貢献する。

8. 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る。

9. 環境管理の実施状況は必要に応じて公開する。

1997年 12月12日

日本精工株式会社

社長　

我々の理念

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。

NSK環境方針
我々は、環境問題への取組みが我々の存在と活動に必須の要件と認識し、

自主的、積極的に行動する。



当社は、「NSK環境方針」に基づき、環境保全活動に取り組むと共に、環境管理

組織の拡充や ISO14001の導入を積極的に進めてきました。本年からはさら

に、すべての活動拠点において環境側面に応じた取組ができる全社横断型の

環境マネジメントシステムの構築に努めています。環境貢献型商品の提供や

全事業領域における環境負荷の低減を図っていくことで、環境経営を推進し、

皆さまから信頼され親しまれる企業ブランドの確立を目指していきます。
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　当社は1993年に地球環境保全委員会を発足させ、中期目

標として2000年度末を期限とする自主行動計画を策定しま

した。

　自主行動計画では、主に生産部門を中心に具体的な目標を

項目別に設定し、毎年その進捗状況を確認することにより

2000年度末での目標達成を目指してきました。この結果、

2000年度末には各項目の目標を上回る実績をあげることが

◎次期中長期目標の主な項目

　次期中長期目標では、従来部門ごとに対応していた商品開発、調達、物流などを

目標項目として設定し、全社レベルでの目標としました。

　NSKグループの環境課題を推進する「環境経営推進グループ」、

環境保全の実務を推進する「地球環境保全委員会」が中心となり、

全社レベルで総合的に取り組んでいます。

自主行動計画

◎ 2000年度末期限の中期目標の主な項目と実績

　2000年度末を期限とする中期目標については、主に生産部門を中心に取組を行い、

下記の通り、各項目で目標を上回る実績をあげています。

環境管理組織

できました。

　中期目標達成に伴い、当社では次期中長期目標としての自

主行動計画を策定し、新たに目標項目として製品・調達・物

流などの分野を加えて活動を開始しています。

　また、環境マネジメントシステムの国際規格である

ISO14001の導入拡大にも引き続き取り組んでいきます。

項目

製造 地球温暖化対策

廃棄物・リサイクル対策

有害化学物質対策

環境マネジメントシステムの構築

商品開発

調達

物流

中長期目標

付加価値生産高当たりのエネルギー消費およびCO2排出原単位を2010年度までに23%削減（1990年度対比）

2010年度までにリサイクル率 98%以上

2003年度までに3工場でゼロエミッション達成

特定フロン（CFC-11,12,13）を2005年度までに全廃

ハロン消火器を2005年度までに全廃

その他の有害化学物質の早期削減・全廃

2003年度末までにNSK部品・機械製造関連会社 5社および海外全生産拠点の ISO14001の認証取得

または社内環境マネジメントシステム構築

環境貢献型商品の開発推進

・環境貢献型戦略商品の創出

・軸受・精機・自動車の代表商品についてLCAの展開

・環境負荷物質の削減

グリーン調達基準書およびグリーン購入ガイドラインの運用

輸配送時の環境負荷低減（CO2、NOx排出量低減）環境包装推進（梱包・包装資材使用量削減）

項目

地球温暖化対策

廃棄物対策

有害化学物質対策

環境マネジメントシステムの構築

目標

付加価値生産高当たりのエネルギー消費原単位を、

2000年度までに16%削減（1990年度対比）

生産高当たりの廃棄量原単位を2000年度までに

70%削減（1990年度対比）

製品含有環境負荷物質管理体制の構築

ジクロロメタンを1999年末までに全廃

国内全生産拠点で 1999年末までに ISO14001の

認証を取得

NSKブランド商品の製造関連会社 5社で、

2000年度末までに ISO14001の認証を取得

実績

エネルギー消費原単位 17.6%削減（達成）

廃棄量原単位 78%削減（達成）

対象化学物質を決め、管理体制を1997年に構築（達成）

1999年 8月までに全廃（達成）

1999年12月までに認証取得を完了（達成）

2001年 6月までに全 5社で認証取得を完了

委員会所掌事項 

海外地域別 

コーディネーター 

米　州 

欧　州 

アジア 

専門部会所掌事項 

＊方針・目標の策定 

＊行動計画の策定と 
　実行・フォロー 

生産部門 

国内工場 関連会社 技術開発部門 営業販売部門 調達・物流・事務部門 

＊環境管理責任者連絡会 

＊エネルギー部会 

＊廃棄物部会 

＊製造化学物質部会 

関連会社 

＊環境連絡会 

商品部門 

＊製品化学物質部会 

＊環境商品部会 

管理部門 

＊グリーン調達 

＊物流部会 

＊グリーンオフィス部会 

経営革新プロジェクト推進室 

＊環境方針 

＊行動計画審議 

＊達成実施状況フォロー 

＊環境情報管理 

＊環境施策審議 

社　長 

地球環境保全委員会 

事務局 

環境管理部 

環境経営推進グループ 

有
害
化
学
物
質
対
策 

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

シ
ス
テ
ム
の
構
築 

第1次自主行動計画 第2次 
自主行動計画 

第4次計画 

冷凍機用特定フロン等の削減 

自社工場 

工程 

監査 

第3次計画 第2次計画 

第3次計画 

第1次計画 

1993 1996 1997 1998 1999 20001994 1995 2001

塩素系有機溶剤対策 

放流水水質測定結果
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　当社では、環境保全活動を企業経営に組み入れ、組織的・

継続的に改善を進めていくためのツールとして、環境マネジ

メントシステムの構築に努めています。

　その一環として、環境マネジメントシステムの国際規格で

あるISO14001の導入を自主行動計画のひとつと位置付けて

います。各サイトにおいては、立地条件や製造する製品が異

なることからサイトごとに認証取得を進めています。

 1 国内生産拠点

　1997年より、順次各生産拠点で認証取得に取り組み、1998

年 7月、福島工場において認証を取得。1999年 12月までに

国内全生産拠点で ISO14001の認証取得を完了しました。

 2 国内関連会社

　NSKブランドで製造販売している関連会社については、対

象 5社すべて2001年 6月までに認証を取得しました。

　その他の部品・機械製造関連会社 5社についても、ISOに

準じた社内環境マネジメントシステムの構築または ISO14001

の認証取得を図っています。2001年 8月には、このうち1社

が認証取得の予定です。

 3 海外生産拠点

　海外部門では、米州、欧州、アジアの各地域に環境コーディ

ネーターを設置、また海外各工場に環境管理責任者を設置

して、環境保全活動に積極的に取り組んでいます。

　2000年度は4ヵ所の生産拠点で認証を取得し、合計12ヵ所

の海外生産拠点で ISO14001の認証取得を完了しました。

　引き続き、残りの生産拠点についても、2003年度までに認

証を取得または社内環境マネジメントシステムを構築する計

画です。

　当社では、これまで構築してきた環境マネジメントシステム

および環境パフォーマンスの進捗について下記のように監査

を行い環境活動の継続的改善を図っています。

 1 ISO14001認証取得工場および関連会社

・システム監査　

　第三者監査および社外セミナー等で資格を得た監査員によ

る内部監査を年1回定期的に実施しています。（本社環境管理

部に登録されている内部監査員を必要に応じて派遣し、監査

を実施する場合もあります。）

・パフォーマンス監査

　地球環境保全委員会の各専門部会（エネルギー、廃棄物、

化学物質）による定期管理（方針管理）を行います。

・監査役による監査

　環境管理活動について社内監査役による監査を毎年実施し

ています。

 2 ISO14001認証未取得工場について（関連会社）

　本社環境管理部による定期監査（「NSK関連会社環境管理

指針」によるシステムおよびパフォーマンス監査）を行います。

ISO14001の認証取得監査方法

福島工場 
 
 
埼玉工場 
 
エヌエスケー・ 
マイクロプレシジョン（株） 
 
藤沢工場 
 
エヌエスケー・オートリブ（株） 

総社工場 
前橋工場 
エヌエスケー・トリントン（株） 
エヌエスケー・ワーナー（株） 
 
 
滋賀工場石部プラント 
滋賀工場大津プラント 
 
井上軸受工業（株） 

 日本精工九州（株） 

年度

1997年度
（1997/4～ 1998/3）

1998年度
（1998/4～ 1999/3）

1999年度
（1999/4～ 2000/3）

2000年度
（2000/4～ 2001/3）

国内生産拠点

福島工場  1998/7

埼玉工場  1998/9

滋賀工場 石部プラント  1998/10

藤沢工場  1999/9

滋賀工場 大津プラント  1999/11

前橋工場  1999/12

総社工場  1999/12

海外生産拠点

NSKベアリング・ヨーロッパ社  ブラックバーン工場（イギリス）1997/11

NSK韓国社  昌原工場（韓国）1997/12

NSKステアリングシステムズ・ヨーロッパ社 コベントリー工場（イギリス）1998/10

NSKベアリング・ヨーロッパ社   ピータリー工場（イギリス） 1998/12

ヴォルツァラガー・インダストリベルケ・ブレ社（スイス）1999/11

ISCマイクロプレシジョン社  マレーシア工場（マレーシア）  1999/12

NSKブラジル・ベアリング社  スザノ工場（ブラジル）2000/1

NSKベアリング・インドネシア社  ジャカルタ工場（インドネシア） 2000/3

NSKベアリング・ヨーロッパ社  ニューアーク・リニア工場（イギリス） 2000/5

サイアム・ナステック社（タイ） 2000/11

ノイベック社（ドイツ） 2001/1

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（イギリス） 2001/2

国内関連会社

エヌエスケー・オートリブ（株）  1999/11

日本精工九州（株） 2000/10

エヌエスケー・トリントン（株）  2001/1

井上軸受工業（株）  2001/2

エヌエスケー・ワーナー（株）  2001/3

エヌエスケー・マイクロプレシジョン（株）※1

● ISO14001 認証取得状況

※ 1　2001年 6月取得済み

国内生産拠点における ISO14001認証取得状況
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　環境会計は、環境保全への取組をより効率的にするための

経営資源となり、また一般に公開することにより環境保全へ

の取組状況を皆さまに理解していただく情報源ともなります。

　当社では、環境会計を環境保全活動を定量的に把握するた

めの重要な経営ツールのひとつと認識し、1999年度より環境

会計導入への取組を始めました。

　2000年度には、2000年5月に公表された環境省のガイドラ

インに基づいて独自の指針を作成し、その指針に沿って集計

を行いました。しかしながら、現状ではまだ試行導入という

段階であるため、今後もさらに検討を加え、一層の内容充実

を目指していきます。

環境会計

◎導入目的

当社は下記を目的に環境会計を導入しました。

 1 内部管理面での活用

・環境保全活動に係る投資・費用および効果の把握

・その把握による効率的なコスト管理

・社員の環境意識・コスト意識の向上

 2 外部管理面での活用

・環境保全への取組をできるだけ定量的に開示することに

よる社会とのコミュニケーションの向上

・企業イメージ・企業評価の向上

◎集計方法

2000年度の集計方法は下記の通りです。

 1 組織の範囲

・NSK自社工場・技術部の事業活動

 2 環境保全コストの計算基準

・環境省のガイドラインに準拠し、投資・費用それぞれの

金額を把握

・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）

・複合コストは環境目的の割合に応じて按分計上

 3 環境保全効果の算定方法

・環境対策により得た物量効果（物量単位）と確実な根拠

　に基づいて算出される経済効果（貨幣単位）を集計

・みなし効果（リスク回避効果、利益寄与推定効果など）　

　は算定対象外

 4 対象期間

・2000年 4月 ～ 2001年 3月

◎集計結果

 1 環境保全コスト

　2000年度の集計結果は、投資合計額 8.7億円、費用合計額

47.8億円でした。

　特徴としてあげられるのは、研究開発コストが投資合計額

の約 39%（3.4億円）、費用合計額の約 38%（18.3億円）と高

い比率を占めていることです。研究開発コストは、2000年度

の新規開発製品について、長寿命化・軽量化・省エネ対策等

を主目的とし環境保全に貢献する研究開発にかかった投資と

費用を集計したものです。

　また2000年度は、環境損傷コストが費用合計額の約 34%

（16.4億円）と高い比率となっていますが、これは1999年7月

に閉鎖した多摩川工場（東京都大田区）で、油による土壌汚

染が判明し、土壌改良工事費用として16億円を支出したこと

によります。

 2 環境保全効果

・経済効果

　確実な根拠に基づいて算出されるものに限定して集計した

結果、効果は1.4億円でした。

・物量効果

　エネルギー消費原単位、水使用量とも前年度より改善され

ました。廃棄物については、前年度までにリサイクル等の対

策がほぼ完了しており、今年度は大きな効果が得にくい状況

でしたが、着実に効果をあげることができました。

　環境保全コスト、環境保全効果の詳細は、右表の通りです。

◎今後の取組

　環境会計情報を把握するための情報システムを構築し、集計

の効率アップおよび内容の充実を図り、環境経営の意思決定

指標として有効に活用することを目指します。また、環境会

計の集計範囲を広げ、環境パフォーマンスの向上を図ります。

分類

1. 事業エリア内コスト

　（1）公害防止コスト

　（2）地球環境保全コスト

　（3）資源循環コスト

小　計

2. 上・下流コスト

3. 管理活動コスト

4. 研究開発コスト

5. 社会活動コスト

6. 環境損傷コスト

合　計

投資

金額 （百万円）

360.0

111.3

24.5

495.8

0

0

342.6

5.4

30.7

874.5

主な内容

・油水分離装置、油回収装置の導入

・バッテリー式フォークリフトの導入

・省エネルギー型設備・機器の導入

・研削屑固形化設備の導入

・冷却水自動ブロー調節器の導入

・新規開発製品に関する環境保全を主目的とした

　研究・開発のための設備の導入

・緑地の増設および緑化工事

・浄化設備の導入

・土壌調査・分析

費用

金額 （百万円）

389.7

87.1

358.2

835.0

48.2

293.1

1,833.0

126.4

1,641.3

4,777.0

主な内容

・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

・省エネルギー対策

・廃棄物のリサイクル・減量化活動

・一般廃棄物、産業廃棄物の処理・処分

・グリーン購入（紙、文房具等）

・包装容器のリサイクル、リターナブル化

・環境保全組織の人件費

・ISO14001の維持・運用

・環境教育

・環境負荷の測定・分析

・新規開発製品に関する環境保全を主目的とした

　研究・開発費（人件費、管理費等）

・構内美化、緑地の整備・維持管理

・クリーンキャンペーン参加、環境関連団体への寄付

・浄化設備の維持管理

・多摩川工場跡地 土壌改良工事

● 2000年度  環境保全コスト

● 2000年度  環境保全効果

※ 1　5年間（1996年度～ 2000年度）分の投資による効果を含みます
※ 2　関連会社等への有価物の売却による収入

経済効果（貨幣単位） 物量効果

項目

省エネルギー対策による効果 ※ 1

廃棄物の減量化対策による効果 ※ 1

廃棄物再資源化による有価物売却益 ※ 2

合計

金額（百万円）

106.4

15.1

13.9

135.4

項目

エネルギー消費原単位

水使用量

廃棄物の廃棄量原単位

廃棄物リサイクル率

対前年度比較

4.1%改善

7.1%改善

3.7%改善

0.7ポイント 改善
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　各工場では、地

域活動のひとつと

して、周辺の空き

缶拾いや清掃ボラ

ンティア活動に積

極的に参加し、地

域住民とのコミュ

ニケーションを深めています。また、経営層や社員が自主的

に参加する「日本精工福祉基金」などの活動を展開しています。

◎「日本精工福祉基金（ふれあいクラブ）」など

　社会的貢献のあり方を追求する中で、1995年、「日本精工

福祉基金（ふれあいクラブ）」が発足しました。

環境教育

対外活動

◎法的資格取得

　従来より、国家資格の取得を教育の一環として奨励してき

ましたが、さらに環境マネジメントシステムの充実を目指し、

法的資格者の拡充を図っていきます。

賛同者は約 4,500人と当社社員の約半数を占めています。賛

同金の一部は、本社地区の活動としてWWF（世界自然保護

基金）ジャパンの日本各地の自然保護や野生生物を違法取引

から守る活動などに活かされています。

　また、大津・石部地区では、賛同金の預金利息を環境活動

に活かす「環境ふれあい預金（愛称：みずすまし）」を行って

います。

◎賛同団体

　中部圏を中心に環境負荷低減活動に熱心な経営層が集い、

「環境」をテーマとした啓発・交流活動や研究実践活動を通じ

て「循環型経済社会」の構築を目指した環境パートナーシップ・

CLUBの趣旨に賛同し参画しています。

　環境に関する取組を推進するためには、社員一人ひとりの

意識を高めることがより重要です。当社では、社員に向けて

環境教育や啓発活動を行うほか、内部監査員の育成や法的資

格取得の強化を図っています。

◎環境教育・啓発活動

　本社では、社内教育資料として環境への

取組についての年次報告資料を作成し、

教育研修を進めてきました。各工場で

は、ISO14001の規定に則り、階層別

教育として管理・監督者をはじめ一般社員に

いたるまで、環境知識の習得・技術習得等の教育を徹底して

行っています。啓発活動としては、社員を対象に社内報（NSK

ニュース）で定期的に環境に関する特集を組んでいるほか、

社内イントラネットに環境情報を掲載するなど、日常的な面

から環境意識の向上を図っています。

◎内部監査員の育成

　当社では、各工場において内部監査を実施すると共に、内

部監査員による社員の環境意識の向上に努めています。また、

外部研修機関による環境教育や社内でのリフレッシュ教育な

ども実施し、122名（主任 67名・一般 55名）の監査員を育成

してきました。今後も一層、人材の養成に努めていきます。

（2001年 3月末現在）●法的資格の取得状況

資格種類

公害防止管理者

高圧ガス

エネルギー管理士

電気主任技術者

消防法

特定化学物質等作業主任者

毒・劇物取扱責任者

特別管理産業廃棄物管理責任者

計量士

資格者数

21

26

11

13

5

10

69

3

33

9

17

12

6

174

8

2

1

1

333

2

54

2

21

4

大気関係

水質関係

騒音関係

振動関係

特定高圧ガス主任者

高圧ガス取扱責任者

保安責任者

冷凍保安責任者

製造保安責任者

熱エネルギー

電気エネルギー

第 2種

第 3種

危険物保安監督者

甲種

乙 1種

乙 2種

乙 3種

乙 4種

乙 5種

必要人数

10

2

4

4

1

0

43

3

13

4

8

8

2

72

0

0

0

0

34

0

7

0

9

0

注）NSK各生産サイトの集計



当社では、製品そのものだけでなく、原材料（資源）段階、製造段階、輸送

段階、使用段階、廃棄段階という製品のライフサイクル全体を通じて、環境

に与える影響を把握し、環境負荷低減のための対策を総合的に展開してい

くことを目指しています。ここでは、商品開発、製造、物流、調達における

当社のこれまでの取組と今後の目標について具体的にご説明します。



NSK Environmental Report 2001

化に向けて長年開発を行い、この心臓部に

あたるパワートロスユニットの商品化に成

功しました。この商品を搭載したハーフト

ロイダルCVTは特に3000cc以上の大型乗

用車や小型トラックに適用できることから、

世界中の注目を浴びています。

　本商品は、日本機械学会賞および日経優

秀製品・サービス賞（最優秀賞 -日本経済

新聞賞）を受賞しました。

◎電動パワーステアリング（EPS）

　電動パワーステアリング（EPS※ 2）は、

従来の油圧式パワーステアリングとは異な

り、ハンドルを切った時だけエネルギーを

消費するため、3～5%の燃費改善に貢献す

ることができます。さらに、使用段階にお

いて省エネルギーであるだけでなく、油を

使わないため、生産・廃棄の段階でも環境

を汚さず、地球にやさしい商品といえます。

　また、交通事故を減らす究極の対策であ

る自動運転の操舵アクチュエータとして、

人にもやさしいパワーステアリング技術と

して期待されています。

とプラスチックからなる複合材“固形油”

を応用したものであり、グリースが封入さ

れたボールねじのナットやリニアガイドの

ベアリングの両端に取り付けることによっ

て、長時間にわたってしゅう動部およびそ

の周辺に適量の潤滑油を供給する性能があ

ります。

　この「NSK K1TM」を装着したリニアガ

イドは、潤滑剤の補給が不要となり、走行

距離25,000km以上の長期メインテナンス

フリーを実現しました。

環境貢献型商品

取組方針

　これまで当社では、摩擦を自在に制御

するトライボロジー技術の開発を進め、

商品への展開を積極的に図ってきました。

この技術が活かされた商品は、機械の摩擦

低減、寿命向上、小型化、高速化等による

環境負荷低減に貢献し、高い評価を得てい

ます。

　また、商品の使用や廃棄の段階で環境に

与える影響を少なくするため、有害化学物

質の全廃や含有量削減にも努めてきました。

　「環境商品部会」では、さらに以下の方針

をもとに活動を展開しています。

1 環境貢献型商品の創出

2 LCA※ 1の展開および環境配慮設計基準

の強化

3 エコマーク認定の取得推進

環境に貢献する商品開発

　これまで当社では、さまざまな技術開発

を進めてきました。材料の分野では、商品

の寿命に影響を与える非金属介在物を極限

まで少なくし、さらに熱処理等の技術改善

を進め、さまざまな過酷な使用条件におい

ても、長寿命化を図る技術を確立しています。

　当社が開発したスーパーTF軸受は、材

料技術と熱処理技術の改善により、異物が

存在する過酷な環境で、従来の浸炭材の軸

受に比べ10倍の長寿命化を達成しました。

また、小型軽量化、高精度化、周辺部品と

のユニット化等の技術開発を進め、商品が

組み込まれる機械装置の軽量コンパクト化

や信頼性の向上により、省エネルギーや省

資源化に貢献しています。

　自動車の車軸に使われるハブユニット軸

受では、フランジやABSセンサー、さらに

当社の製品は産業用機械をはじめ、自動車、エアコン・冷蔵庫等の家電製品など、あらゆる分野の機械装置に組み込まれ、

見えない部分で滑らかな動きを支えることで環境保全に役立っています。また、今後一層の取組の強化を図るため

新たに「環境商品部会」を発足し、環境貢献型商品の開発等をさらに積極的に進めています。

商品対策
1918

今後の取組

　これまでの商品開発では、従来の商品と

の比較により摩擦損失の低減、長寿命化等

の性能を評価してきました。これからは、

製品の原材料の採取から製造・流通・使用

までの、ライフサイクルにおける環境負荷

を定量的に評価（LCA）し、開発段階から

配慮し、ユーザーへ情報を提供することが

重要であると考えています。

　この考えに基づき新たに発足した「環境

商品部会」が中心となり、環境貢献型商品

の開発を強化する等の取組を開始しました。

摩擦の低減や高効率化を図るトライボロジー技術の蓄積をベースに、

省エネルギー、省資源に貢献する地球環境にやさしい商品を作りだしてきました。

各産業分野における代表商品は次の通りです。

軸受

◎家電モータ用低トルク玉軸受

　〈GRTMシリーズ軸受〉

　近年、省エネ法等によって消費電力の大

きい特定家電機器の効率化が注目されてい

ます。このような背景から当社では、エア

コン用ファンモータおよびクリーナ用モー

タの効率化のために、省エネ型の低トルク

玉軸受を開発しました。

　この低トルク玉軸受は、軸受の内部設計

を変更して現行軸受に比べ動トルクを約

40～50%減少することができ、家電機器の

効率化、省エネルギーに対応した地球環境

にやさしい商品です。

精機部品

◎潤滑ユニット「NSK K1TM」

　装着型リニアガイド・ボールねじ

　リニアガイド・ボールねじなどの潤滑方

式としては、強制間欠給油とグリース潤滑

とが一般的ですが、その問題点として、強

制間欠給油では多量の潤滑油の消費や配管

設備などのコストの問題、さらには近年関

心の高まっている腐敗、悪臭などによる環

境汚染の問題があげられていました。この

ような背景から当社では、潤滑ユニット

「NSK K1TM」を開発しました。

　このユニットは、独自に開発した潤滑油

自動車部品

◎ハーフトロイダルCVTパワートロスユニット

　省エネルギー、CO2の削減など私たちが

便利に利用する自動車が地球環境に及ぼす

影響に重大な関心が集まっています。

CVT※ 1は従来のオートマチックトランス

ミッションに比べて 20%以上も自動車の

燃費削減に貢献する夢の変速機です。

　当社は、ハーフトロイダルCVTの実用

は駆動シャフト等を一体化することにより、

軽量化や信頼性の向上、摩擦損失の削減に

役立っています。

有害化学物質対策

　これまで個別に対応してきた有害化学物

質対策を「製品に係る化学物質部会」を発

足させ、1997年に社内管理規定を制定し総

合的な取組としました。規定では化学物質

の有害性のレベルに応じ、禁止物質、管理

物質、監視物質および準監視物質を定め、

厳格な管理を実施し、有害化学物質の廃止

および削減を進めています。

　さらに今後は、特定の軸受にわずかに使

用されている鉛含有グリースの削減、およ

び軸受のシール・シールド等の表面処理部

分に微量に含まれる六価クロムについて、

すずめっき化の拡大などによるクロムフリー

化を進めます。

環境にやさしいグリースの開発

　グリース密封軸受では、グリースの劣化

による焼付きが軸受の寿命を決定します。

そのため当社では、30年以上も前からグ

リースの開発を進め、高性能化や長寿命化

に対応してきました。

　当社が開発したグリースが使われた商品

は、過酷な使用条件においても機械の信頼

性向上や長寿命化等に役立ち、環境負荷の

削減に貢献しています。またグリースの開

発に当たっては、環境を配慮して有害化学

物質の排除にも努めています。

　NS7グリース※2は、商品の高性能化に貢

献するだけではなく、自然界の土壌や河川、

海洋などに生息する微生物によってグリー

ス自体が分解される、「生分解性グリース」

です。このグリースは広く当社の商品に使

※ 1 LCA：Life Cycle Assessment

※ 2 NS7グリース：当社初のエコマーク認定商品

です。

われており、2000年度は約80tが使用され

ました。

※ 1 CVT：Continuously Variable Transmissions

（無段変速機）

※ 2 EPS：Electric Power Steeringの略称で、こ

のシステムには、モーターと減速機構部が

ハンドル下のコラム部に取り付けられた

「コラムタイプ」、ラック＆ピニオンギアの

ピニオン部に取り付けられた「ピニオンタ

イプ」、そしてモーターをラックと同軸上に

配置し、減速ボールねじ機構をラック部に

備えた「ラックタイプ」の3種類があります。

EPS（コラムタイプ）

潤滑ユニット「NSK K1TM」装着型リニアガイド・ボールねじ

GRTMシリーズ軸受

ハーフトロイダルCVTパワートロスユニット

商品開発 商品開発
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対策方針

　3Rを進め、循環型社会に貢献すること

を目指します。

・リデュース（Reduce）

　発生抑制（用紙使用量の削減、研削取り

代の適正化、油剤の長寿命化等）

・リユース（Reuse）

　再使用（包装材のリターナブル化、使用

済み砥石の他工程への転用等）

・リサイクル（Recycle）

　再資源化（研削屑のリサイクル、廃プラ

スチック類のリサイクル等）

2000年度の主な対策

◎研削屑の社内ブリケット化

　ベアリング等を研削加工する工程では、

研削屑と呼ばれる削りカスが発生します。

　当社では、この研削屑を製鋼原料やセメ

ント原料としてリサイクルする取組を進

め、すでに1998年までに全量をリサイクル

することに成功しています。さらに、滋賀

工場大津プラントでは、委託先でのリサイ

クル性の向上や委託費用の削減を目指して、

研削屑をブリケット化（固形化）する設備

を導入しました。

　またブリケット化により、研削屑に含ま

れる研削液が回収され、資源の有効活用か

らも成果をあげることができました。

◎金属屑の発生抑制

　ベアリングの外輪や内輪の鍛造工程では、

目抜きと呼ばれる金属屑が発生します。

埼玉工場では、この工程の加工条件を最適

化し、発生する目抜きの重量を削減するこ

とを進め、年間約 14tを削減しました。

◎木屑のリサイクル推進

　前橋工場および総社工場では、梱包廃材

などの木屑を焼却により処分していました

が、これを住宅の床下部分の調湿に用いら

れる木炭としてリサイクル化しました。こ

当社では1993年より、廃棄物・リサイクル対策を進める専門部会「廃棄物部会」が中心となり、

「2000年度までに生産高当たりの廃棄量原単位を1990年度対比で 70%削減する」ことを目標に掲げ、対策に取り組んできました。

3R（Reduce、Reuse、Recycle）を基本とする対策を進め、2000年度は目標を上回る78%の削減（リサイクル率 89%）を達成しました。

対策方針

　使用エネルギーの効率化が中心だった対

策に、エネルギーのクリーン化を加え、次

の狙いで活動を進めています。

・固定エネルギーの削減（非稼働時間のエ

ネルギー消費低減、負荷に対する適切な

エネルギー消費）

・高効率エネルギー設備への転換

・エネルギー設備の管理標準の充実と遵守

・きめ細かなエネルギー使用管理

・天然ガスへの燃料転換

　また、当社ではリーン生産方式などを取

り入れた生産革新を展開しています。生産

過程におけるさまざまなムダを徹底的に

排除することで生産効率を高め、省エネル

ギー化を図ろうとするものです。

　その他、水資源もエネルギーの一部と捉

えて、設備冷却用の循環冷却水のクーリン

グタワーへの冷却水自動ブロー調節器の設

置などオーバーフロー水の削減、流量計増

設による管理強化、定期的な配管漏れ

チェックなどを行い、水使用量削減に努め

ています。

2000年度の主な対策

・埼玉工場では、圧縮空気制御としてコン

プレッサーの台数制御にインバーターコ

ンプレッサーを導入し、負荷に対して適

切な制御をすることで 270Gcal /年の省

エネ効果をあげました。

・滋賀工場石部プラントでは、空調、熱処

理の燃料をブタンガスから都市ガスへの

転換を展開しています。CO2排出量とし

て約2,200t-CO2/年削減効果となります。

・滋賀工場大津プラントでは、品物の炉内

供給方法改善などにより処理能力を向上

させ、熱処理工程の合理化を図ることで、

約3,600Gcal/年の省エネ効果をあげました。

・生産革新展開の実績の例として、総社工

場のステアリング中間ギア組立ラインに

おいて、20%の生産効率向上を達成して

います。

・その他、各工場において生産内容変動に

伴う空調プログラムの見直し、空調機の

省エネタイプ化、各種一括関連のポンプ、

ファンモーターなどインバーター化、高効

率モーターへの転換、高効率照明器具へ

の変換、エアー漏れ定期点検など。

今後の取組

　発電時に発生する排熱を利用するエネル

ギー変換効率の高いコジェネレーションシス

テムの導入計画なども進め、一部集計基準

も見直し、次の中長期目標である「付加価値

生産高当たりのエネルギー消費およびCO2

排出原単位を2010年度までに1990年度対

比で23%削減する」の達成を目指します。

当社は1993年、「付加価値生産高当たりのエネルギー消費原単位を2000年度までに1990年度対比で 10%削減する」

という目標を掲げましたが、1996年度末の時点で大きく目標を上回ったため、目標を16%削減に上方修正。

最終的には、2000年度実績として17.6%と目標を上回る成果をあげることができました。

地球温暖化対策 廃棄物・リサイクル対策
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今後の取組

　これまで、最終処分場の逼迫の問題に対

応することを中心とした取組を進めてきま

したが、今後は、循環型社会の構築に向け

取組の強化を図ります。従来からの取組の

延長にある目標「2003年度までに3工場で

ゼロエミッション※1を達成する」に、「2010年

度までにリサイクル率を98%以上にする」

という新たな目標を加え、活動を展開します。

　従来から推進してきた3Rの取組を一層

きめ細かく進めると共に、達成が困難な課

題については各工場が役割分担して集中的

に取り組み、その成果やノウハウを他の工

場に展開する「モデル対策」を推進し、効

率的に目標を達成することを目指します。

　前述の研削屑の社内ブリケット化は、モ

デル対策の一環として進められた事例で、

現在、他工場への展開を図っています。

使用エネルギー別構成比率 

購入電力　79.0 %

LPG 10.4 %
灯油 7.5 %
A重油 1.5 %

ガソリン 0.3 %
軽油 0.1 %

都市ガス 1.2 %

※ 1 ゼロエミッション：直接委託埋立処分量（最

終処分量）が総排出量の1%以下と定義

注）エネルギー消費原単位とは、付加価値生産高百万円当たりのエネルギー消費量 

 〈付加価値生産高＝生産高－外部流出費〉 

’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00Gcal / 百万円 年度 

千t-CO2

注）購入電力のCO2排出量は、対策評価として火力発電（含む送電ロス5%）の換算値によって算出。 
LPG、灯油、A重油、都市ガス、軽油、ガソリンは環境省資料に基づく。 
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注）2001年度からの新指標である最終処分量・リサイクル率（量）を示します。2000年度までの目標である廃棄量（中間処理及び最終処分量）とは異なります。 

の取組により、年間約40tの木屑が新たに

リサイクルされました。
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公害・環境リスク対策
当社では、生産工程で使用される化学物質および設備等が大気、水質、土壌への環境に与える影響を最小限に抑えるため、

環境負荷の少ない材料等の優先購入、代替化や使用量の削減に努めています。

また、環境負荷を低減させる生産システムおよび付帯設備や除外設備の導入を積極的に進めています。

有害化学物質対策
当社では、「製品に係る化学物質部会」に加え「製造に係る化学物質部会」を新設しました。当部会では、

『製造工程で使用される化学物質の管理区分指針』を定め、管理対象化学物質を使用禁止物質、削減物質、排出抑制物質に

区分し管理・運用を行うと共に、管理対象化学物質の全廃・使用量の削減・代替化および排出量の抑制に努めています。

対策内容と今後の取組

◎オゾン層破壊物質

　生産工程（洗浄用）で使用するオゾン層

破壊物質（CFC-113・1,1,1-トリクロロエ

タン）については、新生産システム （水洗

浄機・真空乾燥機等）を導入し、1994年に

全廃しました。

　また、密閉型冷媒用特定フロン（CFC-

12・13）については、2003年度末までに廃

止します。CFC-11については、温暖化対

策を含む空調システムの総合的な見直しを

行いながら順次削減し、2005年を目途に

廃止します。消火器で使用されるハロンに

ついても2005年度末までに廃止すること

を目指します。

◎塩素系有機溶剤

　発ガン性が疑われるトリクロロエチレン

を1994年5月に全廃しました。ジクロロメ

タンについては、精密部品洗浄のため精度

的な問題により一部工場で残りましたが、

洗浄技術の改善により、1999年8月に全廃

しました。

◎ダイオキシン類

　焼却に伴うダイオキシン類をなくすため、

すべての廃棄物焼却炉を廃止しました。なお、

土壌分析により安全を確認しています。

　また、一部に使用されている塩素系添加

剤を含有する加工油剤についても、非塩素

系加工油剤への代替化に取り組んでいます。

◎ PCB（ポリ塩化ビフェニル）使用機器

　PCBは絶縁性に優れ、高熱でも分解しに

くく化学的に安定しているため、トランスや

コンデンサーの絶縁油として使用されてき

ましたが、人体への毒性が表面化した1972

年にPCBの製造・新規使用が禁止となり、

廃棄物処理法で保管が義務づけられました。

　当社では、高圧コンデンサーおよび低圧

コンデンサー等の廃 PCB機器については

厳重に保管・管理しています（高圧コンデ

ンサー 99台、低圧コンデンサー 195個を

保管）。さらに、照明器具のPCB使用実態

調査を行い、現在使用中の439台の蛍光灯

については、2001年度から計画的に順次交

換し、管理していきます。今後、行政当局

による処理設備が整備され次第、保管して

いる廃 PCB機器等を処理していきます。

PRTR法への取組

　当社では、環境庁のPRTRパイロット

事業・社団法人 経済団体連合会のPRTR

ガイドラインに則り、PRTR対象物質の管

大気の保全

　大気の保全に影響を与える当社の主な設

備としては、空調設備および熱処理設備が

あります。

　従来から空調設備の燃料を重油から特A

重油・灯油・液化石油ガス（LPG）に転換

することで、ばい煙対策を進めてきました。

その結果、硫黄酸化物の排出量およびばい

じん濃度などは、排出基準をはるかに下回っ

ています。また、熱処理の焼入れ工程から

発生するオイルミスト対策として、電気集

塵機を導入しました。

　さらに、焼却炉については、ダイオキシ

ンが問題となっているため、当社が保有し

ていた焼却炉をすべて廃止しました。

　今後は、地球温暖化対策にも効果がある

天然ガスへの転換も進め、さらなる大気保

全に努めていきます。

理状況を環境庁等へ報告しました。

　PRTR法※1では報告対象物質は354物質

に決まりましたが、当社においては同法施

行以前より、対象物質である洗浄用塩素系

有機溶剤（CFC-113.トリクロロエチレン・

1,1,1-トリクロロエタン・ジクロロメタン）

の全廃、研削液添加剤の2-アミノエタノー

ルの削減および消火剤の二酸化炭素代替化

によりハロン1301等の削減を行ってきま

した。

　2000年度の報告対象物質は7物質でそ

の合計取扱量は115tでした。さらに、これ

らの集計結果をもとに、対象物質の使用量

や排出量の削減を実施していきます。

※ 1 PRTR法：特定化学物質の環境への排出量の

把握等及び管理の改善の促進に関する法律
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物質名

2-アミノエタノール

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
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1.3.5トリメチルベンゼン

トルエン

ほう素及びその化合物

ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル

PRTR 物質調査結果（2000年度）

取扱量 （t /年）
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1.2
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1
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1

水質の保全

　水質の保全に影響を与える主な排水とし

ては、研削および熱処理工程で発生する洗

浄廃液などの水系乳化廃液、並びにバレル

排水があります。従来、これらの乳化廃液は、

界面活性剤などの成分を含有し処理が難し

いため、大部分を外部委託処理（焼却）して

いました。

　そこで当社では、環境負荷の低減を目的

として、蒸発濃縮設備を導入し、廃液を蒸留

することにより水と研削液などの成分に分

離除去して処理する方法を進めてきました。

すでに福島工場、藤沢工場、埼玉工場に設

備を導入し、2001年9月には前橋工場にも

導入を行います。

　また、各工場においては、放流口に油水

分離槽・遊水池を設置したり、pH計の常

時監視装置を設置することで監視体制の強

化を図り、事故発生時などは迅速な対応が

できるよう努めています。

　今後は環境負荷の低減をさらに進めると

共に、水のリサイクルについても取り組ん

でいくことを考えています。

公害・環境リスク対策の活動 

項目

全体的取組 

大気汚染対策

水質汚濁対策 

 

 

 

土壌･地下水汚染対策 

1970 1980 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

遵法監査 社内測定による監視強化 

空調設備の燃料転換：重油→灯油、特A重油 灯油、特A重油→LPG・天然ガス 

熱処理の排ガス対策（オイルミスト対策） 

地下タンク・埋設配管の漏洩対策・監視強化 

重金属：土壌調査完了 

塩素系有機溶剤：土壌調査完了・浄化対策 

放流口での油水分離・遊水池の設置・監視 

トリクロロエチレン・1,1,1-トリクロロエタン全廃 

ジクロロメタンの全廃 

溶剤排出量削減：回収設備設置 

油膜検知器等検討監視体制強化 

乳化廃液の環境負荷低減（社内処理拡大）：蒸発濃縮設備の導入 

社内焼却炉の全廃 

遵法対策：総合廃水処理設備設置（含む窒素・燐） 

パフォーマンス 
監査 

システム監査 
（支援） 関連会社監査 

埼玉工場の蒸発濃縮設備

製造 製造

注）事業所ごとに年間の取扱量で 1トン以上のものを報告対象とします。
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リサイクルしています。これまでは灰色の

ポリ箱を対象としていましたが、その他の

色のポリ箱、樹脂製のトレーについても、

着色して灰色のポリ箱にリサイクルするこ

とに成功しました。これにより、約50,000

個のポリ箱が新しく生まれ変わりました。

◎梱包資材のリターナブル化

　輸出向け梱包用資材削減の取組として、

ヨーロッパ向け電動パワーステアリングの

梱包資材をリターナブル化することで大き

な効果をあげています。従来はワンウェイ

木製パレット＋トライウォール梱包にて船

積みし、現地到着後は廃棄物として処理さ

れていました。これを復路でコンパクトに

できる樹脂製のパレット＋樹脂製トレーに

変更し、リターナブル梱包に変更し繰り返

◎塩素系有機溶剤汚染の浄化対策

　調査の結果、3事業所の洗浄機の設置場

所および保管場所において、環境基準を上

回る塩素系有機溶剤の汚染が発見されま

した。いずれの汚染も局所的で敷地外への

影響はありませんでしたが、行政当局に報

告すると共に浄化対策を実施し汚染除去に

努めています。2000年度までに1事業所の

浄化対策を完了し、他 2事業所については、

浄化対策を継続しています。なお、いずれ

の事業所においても敷地境界で定期的にモ

ニタリングを実施して異常がないことを確

認しています。

◎油漏洩事故の浄化対策

　多摩川工場の閉鎖（1999年7月）に伴い

行った土壌調査では、有害物質等の重大な

汚染はありませんでしたが、埋設配管等の

事故による油汚染が判明し、浄化対策を実

施しました。土壌改良工事は、非汚染土と

分離し油汚染土壌を乾燥炉で加熱すること

により処理しました。

地域住民からの苦情
規制値超過など

　2000年度は、近隣住民から騒音苦情3件

と臭気苦情1件がありました。これらの苦

情については、対応を実施しております。

また、水質関係のpH規制値超過 2件があ

りました。いずれの原因も、藻類の光合成

による影響と判明し、対策を実施しました。
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物流対策
これまで当社では、国内外への製品納入、部品調達に係る物流活動に起因する環境負荷低減のため、

自動車管理委員会や各関連部署ごとに環境への取組を行ってきましたが、各物流関係者による部会を発足させ、

以下の方針をもとに全社的かつ効率的な活動を展開しています。

対策方針

◎輸配送時の環境負荷低減

　（CO2、NOx排出量低減）

1 輸送・積載効率の向上

・主要幹線ルートの見直しによる車両数量

適正化／距離短縮化

・共同配送の推進による積載効率の向上

・集配拠点の整備

・ミルクランの導入

2 低公害車の導入

3 車両整備の徹底

4 エコドライブの推進

5 モーダルシフトの検討

◎環境包装の推進

　（梱包・包装資材の使用量の削減など）

1 リデュース（Reduce）

・段ボール箱使用削減、梱包／包装の簡

素化

2 リユース（Reuse）

・輸出向け木箱、調達部品のリターナブル化

3 リサイクル（Recycle）

・ポリ箱・トレー・パレット・PPバンド・

フィルム・ビニールのリサイクル化

環境包装の取組例

◎ポリ箱のリサイクル

　製品の出荷に使用する箱を段ボールから

ポリ箱に切り替え、繰り返し使用すること

を進めています。しかし、そのポリ箱も、

長年の使用により変形したり、傷んだりす

るため無限に使用することはできません。

また、製品の寸法や形状が変更され使えな

くなることがあります。

　このため、多くのポリ箱が燃料化などで

処分されていました。当社では、ポリ箱

メーカーと協力して、使えなくなったポリ

箱を細かく粉砕して、ポリ箱の原料として

土壌・地下水の保全

◎環境リスクへの対応

・塩素系有機溶剤の発生源対策としては、

部品洗浄に使用されていた1,1,1-トリク

ロロエタンおよびトリクロロエチレンを

1994年に、一部の洗浄機で使用されてい

たジクロロメタンについても、1999年に全

廃しました。

・土壌・地下水汚染に関する調査について

は、環境省の指針に従い完了しました。

塩素系有機溶剤については、土壌ガス濃

度が低濃度の場合であっても、最低数箇

所でボーリングによる深度方向の土壌と

地下水調査を実施し汚染の有無を確認す

る詳細調査を行ってきました。その結果、

3事業所で汚染が発見され浄化対策を

行っています。また、重金属については、

事業所での使用履歴等が極めて少ないた

め、古くから操業している代表的な事業

所について、詳細調査を行った結果、汚

染はありませんでした。

・以上により、今後、環境省に定める塩素系

有機溶剤・重金属等による新たな土壌・

地下水汚染の環境リスクはありません。

・土地の購入および売却等を行う場合、国

内外とも土壌・地下水汚染調査指針を策

定しており、塩素系有機溶剤・重金属等

の土壌・地下水調査を実施することを定

めています。

・油等の漏洩事故防止については、従来よ

り地下タンクおよび埋設配管の気密試験

等による漏洩検査を定期的に行ってい

ます。当社では、1995年から軟弱な地盤

に設置された設備については、地下タン

クを掘り起こし漏洩防止壁と埋設配管の

架空化を実施しています。また、新規に

設置するタンクなどは、直接埋設を禁止

しており、地上化もしくは六面点検がで

きる地下室構造、あるいは二重隔タンク

構造とし、配管の架空化などとあわせ、

未然防止に努めています。

多摩川工場跡地の土壌改良プラント

改善前――ワンウェイ木製パレット＋トライウォール梱包

改善後――樹脂製のパレット＋樹脂製トレー

物 流 拠 点 

ポリ箱メーカー 

ポリ箱リサイクルの概要 

リターナブル リサイクル 

使えなくなった 

ポリ箱を粉砕 

新しいポリ箱 

粉砕された材料から 

新しいポリ箱を成形する 

粉 砕 工 場 工　場 

お客様 

リサイクル対象：ポリ箱（灰色、青、黄色等）、その他プラスティック（樹脂トレー等） 

物流

リサイクルされたポリ箱

し使用します。この改善により梱包資材の

使用量は年間約900tから約10tに削減する

ことができました。

往 路 復 路

リサイクルマーク
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活動方針

1 原材料・部品、資材等についての環境負

荷削減

2 有害化学物質の管理推進

3 お取引先への自主的取組の働きかけ

4 一般購入品の環境負荷削減推進

　これらを達成するため、新たに「グリー

ン調達基準書」および「グリーン購入ガイ

ドライン」を策定し、運用を開始しました。

当社では、自主管理基準に基づく有害化学物質管理や、用紙・OA機器・自動車等を対象としたグリーン購入を個別に

進めてきました。これからの循環型社会の構築に貢献するためには、購入品の環境負荷を評価し、その削減に一層努めると

共に、自社の枠を越えてお取引先に環境への取組を働きかける必要があると考え、新たな活動をスタートしました。

グリーン調達

原材料・部品、資材等の
グリーン調達

　当社の製品に使用する原材料や部品、

生産工程で使用する資材等の環境負荷を

効率よく削減するため、調達品についての

一般購入品のグリーン購入

　これまで、用紙やOA機器、自動車など

について、個別にリサイクル材の使用状況、

省エネルギー等を評価し、グリーン購入を

進めてきました。

　これからの循環型社会の構築に貢献する

・鋼材 
・ボール 
・リテーナ 
・グリース 
・加工部品　等 
 

製品関連 

お取引先 N S K

・ガス、燃料 
・洗浄油 
・研削液 
・包装資材 
・シンナー　等 

生産関連 

・用紙 
・事務用品 
・OA機器 
・自動車 
・作業服　等 

一般購入品 

●お取引先の評価 

・ISO14001の認証取得 

・環境管理の実施状況　等 

 

●購入品の評価 

・有害化学物質の含有有無 

・省エネ、省資源、リサイクル性配慮 

・梱包、包装の簡略化　等 

●一般購入品の評価 

・省エネ 

・省資源 

・リサイクル性　等 

グリーン調達基準書 

グリーン購入ガイドライン 

グリーン調達のしくみ 

◎生産部門 

◎技術部門 

◎物流部門 

◎事務部門 

◎営業部門 

省エネルギーや省資源および有害化学物

質等の配慮事項を公開し、お取引先にその

情報を提供していただき社内管理に役立て

ます。

　あわせて、お取引先に環境問題への対応

の重要性を認識していただき、取組状況を

評価し、改善に向けた自主的な活動推進を

働きかけます。そのための基準として「グ

リーン調達基準書」を策定し、運用を開始

しています。

ため、より広範な購入品を対象に全社レベ

ルでグリーン購入を進める必要があると判

断し、「グリーン購入ガイドライン」を策定

しました。

　ガイドラインでは、当社が購入するさま

ざまな購入品に対し、選定する際に配慮す

べき項目を定めており、その選定を担当す

る部署で運用を開始しています。

調達



当社では、工場の生産活動が環境へおよぼす影響を考慮し、各サイトに環境

管理委員会を設置し、省エネ活動の推進、廃棄物対策、化学物質管理の推

進、地域社会への貢献等の取組を積極的に進めています。また、グループ企

業においても、出資比率50%以上の生産関連会社10社を対象に環境連絡会

を持ち、環境保全に関する情報交換、環境取組方針の伝達などを行ってい

ます。関連会社はそれぞれの自主行動計画を策定して、自社工場と同様の

スタンスで環境活動に取り組んでいます。
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各サイトにおける取組 各サイトにおける取組

2928

群馬県前橋市鳥羽町 78

94,500m2

1,096人（2001年 3月末現在）

精機部品

1999年 12月

実績 目標 

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

エネルギー消費原単位推移（含む総社工場分） 

’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00Gcal / 百万円 年度 

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

2,400

2,700

3,000

リサイクル率・最終処分量の推移 

量（t /年） 

リサイクル率（%） 
総排出量（t /年） 再資源化量（t /年） 
最終処分量（t /年） 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

リサイクル率 
（%） 

0 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 0’90年度 

前橋工場

水質

7.6

7.8

8.0

2.7

1未満
2.75

0.24

平均値

7.7

22.0

17.0

6.0

1未満
2.8

0.34

実績

最大値

5.8～ 8.6

25.0

25.0

50.0

5.0

120.0

16.0

規制値

pH

BOD (mg/l)

COD (mg/l)

浮遊物質 (mg/l)

油分 (mg/l)

窒素 (mg/l)

リン (mg/l)

●  放流先：河川

項目

大気

110

77

0.008未満
0.011未満
0.02未満
0.02未満

実績

180

200

0.3

0.25

0.9

0.5

規制値

灯油

灯油

灯油

灯油

灯油

灯油

燃料

ボイラー

金属加熱炉

ボイラー

金属加熱炉

ボイラー

金属加熱炉

ばい煙発生施設

NOx（ppm）

ばいじん（g/m3N）

SOx（m3N/hr）

項目

PRTR対象物質

63

227

304

物質番号

5.7

1.3

3.5

取扱量（t）

キシレン

トルエン

ほう素及びその化合物

物質名CAS番号

1330-20-7

108-88-3

NONE

福島県東白川郡棚倉町大字堤字ニカキ 180-1

193,313m2

595人（2001年 3月末現在）

小径・ミニアチュアベアリング

1998年 7月 エネルギー消費原単位推移 実績 目標 

12.0

11.0

10.0

9.0

8.0

7.0

6.0

’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00Gcal / 百万円 年度 

250

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

2,250

2,500

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

リサイクル率・最終処分量の推移 

量（t /年） 

リサイクル率（%） 
総排出量（t /年） 再資源化量（t /年） 
最終処分量（t /年） 

リサイクル率 
（%） 

0 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 0’90年度 

福島工場

※ 藻類の光合成により規制値超過（光合成を抑えるため遮光対策を実施）

水質

7.53

7.3

―

5.8

1未満
4.5

0.44

平均値

8.9※

13.0

―

9.0

1.0

5.5

0.64

実績

最大値

5.8～ 8.6

20.0

―

50.0

5.0

60.0

8.0

規制値

pH

BOD (mg/l)

COD (mg/l)

浮遊物質 (mg/l)

油分 (mg/l)

窒素 (mg/l)

リン (mg/l)

●  放流先：河川

項目

大気

72

0.008未満
0.68

実績

180

0.3

17.5

規制値

特A重油

特A重油

特A重油

燃料

ボイラー

ボイラー

ボイラー

ばい煙発生施設

NOx（ppm）

ばいじん（g/m3N）

SOx（K値）

項目

PRTR対象物質

63

227

物質番号

4.9

6.4

取扱量（t）

キシレン

トルエン

物質名CAS番号

1330-20-7

108-88-3

◎環境マネジメントシステム

 ・当サイトは、以前、前橋工場と総社工場が統合されていましたが、

1999年に別組織となり、個別に ISO14001の認証を取得してい

ます。

◎省エネルギー

 ・エネルギー消費原単位については、前橋工場と総社工場を統合

して集計していますが、2001年度以降は別々に管理します。

 ・1996年度にエネルギーの消費原単位の目標を上方修正して以降、

実績が目標を下回っていますが、省エネ活動の展開により1999

年度から改善に向かっています。

 ・今後は、熱処理工程での原単位向上に取り組み、目標達成に努

めます。

◎廃棄物

 ・乳化廃液の処理については、環境リスクの低減と処理の効率化

を図るため、近傍の総社工場と赤城分工場の廃液を当工場に集

約し場内処理を行っています。本年度にはさらに効率の高い蒸

発濃縮装置にします。

 ・工場内の環境改善として、金属屑の保管場所を改善して金属屑

を集約し、分別・リサイクルの徹底を図っています。

◎その他

 ・当工場では、早くから燃料油の重油から灯油への切替を進め、大

気の保全に努めてきました。ばい煙濃度は、排出基準をはるか

に下回っています。

概要

取組状況

所在地

敷地面積

従業員数

生産品種

ISO14001認証取得

◎環境マネジメントシステム

 ・1998年に国内NSKグループで最初のISO14001の認証を取得し、

環境マネジメントシステム構築のモデル工場となりました。

◎省エネルギー

 ・エネルギー消費原単位の実績は、省エネ活動の展開により、ほぼ

目標通り推移しています。

 ・省エネへの積極的な取組が認められ、2000年度には「エネルギー

管理優良工場資源エネルギー庁長官表彰」を受賞しました。

◎廃棄物

 ・工場の増設による他工場からの設備移管等により、廃棄物の総

排出量は増加していますが、リサイクル率は向上しています。

2000年度のリサイクル率は、前年度に比べ若干下がり95%とな

りましたが、ゼロエミッションを目指し取組を展開しています。

◎その他

 ・工場建設当時から漏洩事故の未然防止対策として、地下タンク

の設置については地下室構造としています。

 ・技術的課題を克服して超精密洗浄に使用されていた塩素系有機

溶剤を1998年度に全廃しています。

概要

取組状況

所在地

敷地面積

従業員数

生産品種

ISO14001認証取得
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各サイトにおける取組 各サイトにおける取組

3130

埼玉県羽生市大沼 1-1

280,627m2

599人（2001年 3月末現在）

自動車用軸受、CVT、精機部品

1998年 9月

実績 目標 

15.5

14.5

13.5

12.5

11.5

10.5

9.5

エネルギー消費原単位推移 

’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00Gcal / 百万円 年度 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

リサイクル率・最終処分量の推移 

量（t /年） 

リサイクル率（%） 
総排出量（t /年） 再資源化量（t /年） 
最終処分量（t /年） 

600

1,200

1,800

2,400

3,000

3,600

4,200

4,800

5,400

6,000

リサイクル率 
（%） 

0 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 0’90年度 

埼玉工場

※ 藻類の光合成により規制値超過（光合成を抑えるため遊水池に曝気装置を設置）

水質

7.3

7.5

2.5

7.4

0.9

8.1

0.3

平均値

8.7※

21.0

4.7

27.0

2.5

15.0

0.6

実績

最大値

5.8～ 8.6

25.0

5.1

50.0

5.0

60.0

8.0

規制値

pH

BOD (mg/l)

COD (kg/日)

浮遊物質 (mg/l)

油分 (mg/l)

窒素 (mg/l)

リン (mg/l)

●  放流先：河川

項目

大気

130

71

0.003

0.002未満
0.049

0.026未満

実績

150

180

0.3

0.25

1.42

1.53

規制値

LPG

灯油

灯油

灯油

灯油

灯油

燃料

ボイラー

金属加熱炉

ボイラー

金属加熱炉

ボイラー

金属加熱炉

ばい煙発生施設

NOx（ppm）

ばいじん（g/m3N）

SOx（m3N/hr）

項目

PRTR対象物質

16

24

63

227

物質番号

4.7

1.2

11.0

3.0

取扱量（t）

2-アミノエタノール

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

キシレン

トルエン

物質名CAS番号

141-43-5

NONE

1330-20-7

108-88-3

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

リサイクル率・最終処分量の推移 

量（t /年） 

リサイクル率（%） 
総排出量（t /年） 再資源化量（t /年） 
最終処分量（t /年） 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

リサイクル率 
（%） 

0 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 0’90年度 

総社工場

水質

7.6

4.8

6.8

6.8未満
1未満
3.5

0.2

6.8

3.3未満
16.3

4.8未満
1.7

13.6

1.3

平均値

8.2

13.0

19.0

29.0

1未満
4.2

0.27

7.1

6.0

21.0

9.0

2.0

19.0

1.9

実績

最大値

5.8～ 8.6

25.0

25.0

50.0

5.0

120.0

16.0

5.8～ 8.6

25.0

25.0

30.0

5.0

120.0

16.0

規制値

総社工場 pH

BOD (mg/l)

COD (mg/l)

浮遊物質 (mg/l)

油分 (mg/l)

窒素 (mg/l)

リン (mg/l)

赤城分工場 pH

BOD (mg/l)

COD (mg/l)

浮遊物質 (mg/l)

油分 (mg/l)

窒素 (mg/l)

リン (mg/l)

工場

●  放流先：河川

項目

PRTR対象物質

63

227

63

物質番号

3.9

11.6

1.9

取扱量（t）

キシレン

トルエン

キシレン

物質名CAS番号

1330-20-7

108-88-3

1330-20-7

総社工場

赤城分工場

工場

大気

100

0.01未満
0.02未満
97

0.009未満
0.02未満

180

0.3

0.8

180

0.3

0.9

工場 実績規制値

総社工場

赤城分工場

ボイラー

ボイラー

ボイラー

ボイラー

ボイラー

ボイラー

ばい煙
発生施設

灯油

灯油

灯油

灯油

灯油

灯油

燃料

NOx（ppm）

ばいじん（g/m3N）

SOx（m3N/hr）

NOx（ppm）

ばいじん（g/m3N）

SOx（m3N/hr）

項目

◎環境マネジメントシステム

 ・当サイトは、総社工場と前橋工場が統合されていましたが、

1999年に赤城分工場を含む総社工場が別組織となり、個別に

ISO14001の認証を取得しています。

◎省エネルギー

 ・エネルギー消費原単位については、前橋工場と合わせて集計し

ています。2001年度以降は別々に管理します。

◎廃棄物

 ・総社工場では、打ち抜きプレスの歩留まり改善や冷間鍛造設備

の導入により省資源化を図りました。

 ・赤城分工場では、輸出用梱包をリターナブル化することにより、

梱包資材を有効利用すると共に輸出先での廃棄物発生を抑制し、

環境保全に積極的に取り組んでいます。また、金属屑の保管場

所設置による分別・リサイクルを徹底しています。

◎その他

 ・雄大な赤城山や利根川を抱え、水と緑豊かな自然環境に恵まれ

ているため、敷地内の緑化に力を入れています。

概要

総社工場

群馬県前橋市

総社町 1-8-1

73,381m2

876人（2001年3月末現在）

自動車部品

1999年12月

赤城分工場

群馬県前橋市

飯土井町 1240-1

86,517m2

200人（2001年3月末現在）

自動車部品、精機部品

1999年 12月
（総社工場の取得に含む）

取組状況

所在地

敷地面積

従業員数

生産品種

ISO14001認証取得

概要

取組状況

所在地

敷地面積

従業員数

生産品種

ISO14001認証取得

◎環境マネジメントシステム

 ・精機部品を製造している埼玉精機プラントを含めて ISO14001

の認証を取得しています。

◎省エネルギー

 ・省エネ活動を積極的に進めた結果、エネルギー消費原単位を大

きく削減することができ、2000年度の実績は、目標をかなり上

回っており、他工場の模範となっています。

◎廃棄物

 ・以前から廃棄物のリサイクルに取り組み、1994年度には研削屑

の全量リサイクルを実施し、最終処分量の大幅な削減を行いま

した。

 ・最近では砥石屑のリサイクル化を進め、すでに全量リサイクル

を実現しています。また、研削液等の廃液の社内処理化推進に

よる排出量の削減や環境負荷削減に努め、2000年度のリサイク

ル率は 94%で、最終処分量も少なく、ゼロエミッションは目前

です。

◎その他

 ・軟弱な地盤に設置された地下タンク等は掘り起こし、漏洩防止

壁の設置や埋設配管の架空化を実施しています。

 ・有害化学物質の使用場所を明確にするため、「化学物質のハザー

ドマップ」を作成し、環境意識の向上に役立てています。

 ・地域の美化活動に参加するなど地域環境の保全にも貢献してい

ます。
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神奈川県藤沢市鵠沼神明 1-5-50

163,851m2

1,516人（2001年 3月末現在）

大型玉軸受・ころ軸受

1999年 9月

1,000

0 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

リサイクル率・最終処分量の推移 

量（t /年） 

リサイクル率（%） 
総排出量（t /年） 再資源化量（t /年） 
最終処分量（t /年） 

0
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100

リサイクル率 
（%） 

’90年度 

実績 目標 

10.0

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

エネルギー消費原単位推移 

’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00Gcal / 百万円 年度 

藤沢工場／藤沢地区技術部

PRTR対象物質

16

63

224

309

物質番号

1.9

39.1

1.3

1.1

取扱量（t）

2-アミノエタノール

キシレン

1.3.5トリメチルベンゼン
ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル

物質名CAS番号

141-43-5

1330-20-7

108-67-8

9016-45-9

大気

99

107

0.001未満
0.04

0.02未満
0.02未満

実績

150

200

0.3

0.25

3.37

1.24

規制値

LPG

LPG/灯油

灯油

LPG/灯油

灯油

LPG/灯油

燃料

ボイラー

金属加熱炉

ボイラー

金属加熱炉

ボイラー

金属加熱炉

ばい煙発生施設

NOx（ppm）

ばいじん（g/m3N）

SOx（m3N/hr）

項目

水質

7.1

28.3

平均値

7.8

60.0

実績

最大値

5.0～ 9.0

600.0

規制値

pH

BOD (mg/l)

●  放流先：下水道（河川への放流はありません）

項目

神奈川県藤沢市桐原町 12

44,044m2

391人 （2001年 3月末現在）

電子応用部品、精機部品（桐原精機プラント）

シートベルト（エヌエスケー・オートリブ（株））

1999年 11月

実績 目標 

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

エネルギー消費原単位推移 

’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00Gcal / 百万円 年度 
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リサイクル率・最終処分量の推移 

量（t /年） 

リサイクル率（%） 
総排出量（t /年） 再資源化量（t /年） 
最終処分量（t /年） 

リサイクル率 
（%） 

0 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 0’90年度 

桐原精機プラント／エヌエスケー・オートリブ株式会社

水質

7.9

3.2

5.0

3.4未満
1未満

平均値

8.0

12.0

11.0

13.0

1未満

実績

最大値

5.8～ 8.6

60.0

60.0

90.0

5.0

規制値

pH

BOD (mg/l)

COD (mg/l)

浮遊物質 (mg/l)

油分 (mg/l)

●  放流先：河川

項目

概要

取組状況

◎環境マネジメントシステム

 ・当サイトには、当社の中枢である技術部門があり、製造と設計・

開発を含めて ISO14001の認証を取得しています。

◎省エネルギー

 ・1996年度にエネルギーの消費原単位の目標を上方修正しました

ので、エネルギー消費原単位の実績は、1998年度以降目標を下

回っていますが、省エネ活動の展開により2000年度は前年度に

比べ改善しています。

◎廃棄物

 ・研削廃液の社内処理化の推進や砥石屑の全量リサイクルなど、

廃棄物総排出量の削減や環境負荷の削減に取り組んでいます。

◎その他

 ・敷地周辺の都市化が進んでいるため、敷地内の緑化や燃料のク

リーン化に努めています。

 ・製品開発部門を抱えているため、有害化学物質については、特

に厳格な管理を行っています。

 ・物流部門の環境対策として、神奈川県自動車管理制度に対応し

た取組を進めています。

 ・環境管理基本テキストを毎年作成し、各課ごとに一般社員向け

の教育を実施するなど、環境管理教育にも力を入れています。

所在地

敷地面積

従業員数

生産品種

ISO14001認証取得

概要

取組状況

所在地

敷地面積

従業員数

生産品種

ISO14001認証取得

◎環境マネジメントシステム

 ・当初、エヌエスケー・オートリブ株式会社として ISO14001の

認証を取得しましたが、精機プラント移設後は、当プラントを

含めて環境マネジメントシステムに取り組んでいます。

◎省エネルギー

 ・近年、他工場からの設備移管によりエネルギー消費原単位の実

績は、若干増加傾向になっていますが、目標は上回っています。

 ・工場増設にあたっては、省エネ・地球温暖化対策に配慮し、空

調にガスヒートポンプパッケージエアコンを導入してクリーン

エネルギー化を図ると共に、インバーターコンプレッサーの導

入等を行いました。

 ・当サイトの製造工程は、組立工程が中心で熱処理設備がないた

め、エネルギー使用量が他工場に比べ少なく環境負荷が少ない

サイトです。

◎廃棄物

 ・1995年度頃からシートベルト生産増に伴い総排出量が増加しま

したが、廃プラスチックの高炉原料やプラスチックが結合した

鉄くず等の再資源化によりリサイクル率の向上にも努めてきま

した。さらに、近年、精機プラントの移設により、総排出量が

増加しリサイクル率も若干下がっています。今後これらの改善

に努力します。

◎その他

 ・当サイトの製造工程は、組立工程が中心で化学物質の使用が少

なくPRTR報告対象物質はありません。

注）大気については該当設備はありません。

PRTR対象物質については報告対象物質はありません。
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◎環境マネジメントシステム

 ・滋賀工場統合以前には ISO14001の認証を別々に取得していま

したが、大津および石部工場の統合に伴い、2000年11月に認証

を統合しました。

◎省エネルギー

 ・大津プラントのエネルギー消費原単位の実績は、目標を下回っ

ていますが、石部プラントでは、省エネ活動の展開により2000

年度エネルギー消費原単位の実績は、前年度に比べかなり改善

され目標を上回っています。

 ・石部プラントでは、空調・熱処理設備などの燃料のクリーン化

を図るなど、地球温暖化対策にも意欲的に取り組んでいます。

◎廃棄物

 ・大津プラントでは、研削屑の社内ブリケット化を進め、リサイ

クルの安定化に成果をあげるなど2000年度のリサイクル率は

96%と高く、他工場の模範となっています。今後は2003年度の

ゼロエミッション達成を目指し、さらに積極的な取組を推進し

ていきます。

 ・石部プラントでは、物流対策としてポリ箱のリサイクル化を強

力に推進しています。

◎その他

 ・近畿の水源となっている琵琶湖を抱え、水質の保全については、

特に厳格に管理しています。

 ・NSKとして初のサイト別環境報告書を発行するなどの積極的な

環境保全活動を進めています。

実績 目標 

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

エネルギー消費原単位推移 

’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00Gcal / 百万円 年度 

実績 目標 

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

エネルギー消費原単位推移 

’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00Gcal / 百万円 年度 
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リサイクル率・最終処分量の推移 

量（t /年） 
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注）95年度～97年度の最終処分量増加は、委託先の問題により一部の研削屑が 
 リサイクルできなくなったことによるもの。 
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滋賀工場（大津プラント、石部プラント）

大津プラント 石部プラント

水質

7.4

5.8

5.6

5.1

0.9

2.3

0.6

平均値

8.1

26.0

9.6

29.0

2.6

5.7

1.2

実績

最大値

6.0～ 8.5

70.0

70.0

90.0

5.0

40.0

2.0

規制値

pH

BOD (mg/l)

COD (mg/l)

浮遊物質 (mg/l)

油分 (mg/l)

窒素 (mg/l)

リン (mg/l)

●  放流先：河川

項目

水質

7.6

8.0

8.4

11.8

1.4

2.4

0.1

平均値

8.4

19.1

16.6

71.8

3.2

4.5

0.1

実績

最大値

6.0～ 8.5

70.0

70.0

90.0

5.0

40.0

2.0

規制値

pH

BOD (mg/l)

COD (mg/l)

浮遊物質 (mg/l)

油分 (mg/l)

窒素 (mg/l)

リン (mg/l)

●  放流先：河川

項目

大気

100

0.011

0.01未満

実績

150

0.3

8.76

規制値

LPG

灯油

灯油

燃料

ボイラー

ボイラー

ボイラー

ばい煙発生施設

NOx（ppm）

ばいじん（g/m3N）

SOx（K値）

項目

大気

78.6

0.02

0.1未満

実績

150

0.1

8.76

規制値

天然ガス

天然ガス

天然ガス

燃料

ボイラー

ボイラー

ボイラー

ばい煙発生施設

NOx（ppm）

ばいじん（g/m3N）

SOx（K値）

項目

PRTR対象物質

63

物質番号

5.0

取扱量（t）

キシレン

物質名CAS番号

1330-20-7

PRTR対象物質

16

63

224

物質番号

2.7

3.4

1.4

取扱量（t）

2-アミノエタノール

キシレン

1.3.5トリメチルベンゼン

物質名CAS番号

141-43-5

1330-20-7

108-67-8

概要

大津プラント

滋賀県大津市

晴嵐 1-16-1

53,279m2

545人（2001年3月末現在）

玉軸受

1999年 11月

石部プラント

滋賀県甲賀郡石部町

石部が丘 1-1-1

185,330m2

830人（2001年 3月末現在）

自動車用軸受、玉軸受

1998年 10月

取組状況

所在地

敷地面積

従業員数

生産品種

ISO14001認証取得

　当社では、1960年代から、生産部門を中心として使用エ

ネルギーの効率化等に取り組んできました。このような省

エネ活動に対して、下記のような各種エネルギー表彰をい

ただいています。

各サイトの省エネルギー表彰実績

各サイトにおける環境データについて

1. 用語の説明

pH

水素イオン濃度

COD

化学的酸素要求量

水中の汚濁物質を酸化剤で酸化するのに消費される酸化剤の酸素量

BOD

生物化学的酸素要求量

水中の汚濁物質が微生物で酸化分解されるのに必要な酸素量

NOx

窒素酸化物

SOx

硫黄酸化物

LPG

液化石油ガス

2. その他

大気

NOx、ばいじん、SOxの実績は対象施設の最大値を示します。

エネルギー消費原単位

付加価値生産高百万円当たりのエネルギー消費量

表彰年 表彰内容

1962

1981

1982

1983

1984

1986

1987

1993

1994

1997

1999

2000

通商産業局長表彰（電気）

通商産業局長表彰（熱）

通商産業局長表彰（熱）

通商産業局長表彰（電気）

通商産業局長表彰（電気）

通商産業局長表彰（電気）

資源エネルギー庁長官表彰（電気）

資源エネルギー庁長官表彰（電気）

通商産業局長表彰（電気）

資源エネルギー庁長官表彰（電気）

通商産業局長表彰（電気）

通商産業局長表彰（電気）

通商産業局長表彰（熱）

通商産業局長表彰（電気）

資源エネルギー庁長官表彰（電気）

受賞工場

藤沢工場

藤沢工場

前橋工場

大津工場

石部工場

埼玉工場

石部工場

埼玉工場

藤沢工場

藤沢工場

藤沢工場

福島工場

埼玉工場

埼玉工場

福島工場

表彰

エネルギー優良工場

エネルギー優良工場

エネルギー優良工場

エネルギー優良工場

エネルギー優良工場

エネルギー優良工場

エネルギー優良工場

エネルギー優良工場

エネルギー優良工場

エネルギー優良工場

エネルギー管理功績者表彰

エネルギー優良工場

エネルギー優良工場

エネルギー管理功績者表彰

エネルギー優良工場
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日本精工九州株式会社

エネルギー棟 工場棟 

工場動力に使用 

恒温機械室 

恒温機械室の 
空調に使用 

一般加工室 

電力 

蒸気 

高温水 

エンジン 発電機 熱交換器 

一般加工室の 
空調に使用 

コジェネレーションシステムの概要 

高温水 

排気ガス 

　日本精工九州は、日本精工の子会社として1996年に稼働を開始

しました。耶馬日田英彦山国定公園普通地域に属し、南には「耳

納山」、北には「筑後川」が流れ、この水と緑のふるさとのもとに、

自動車部品および精密機械部品の生産活動を行っています。

　稼働当初から、環境に対する意識は高く、グループの環境マネ

ジメントシステム構築展開においていち早く ISO14001の認証取

得に取り組み、2000年10月に取得、さらに積極的に省エネ、廃棄

物削減活動など環境保全活動を展開しています。

　また、2001年4月からボールねじ生産が新たに始まり、建屋増

強にあわせNSKグループとしては初めてコジェネレーションシス

テムを導入しました。発電時の排熱を空調などに利用することで

化石燃料の使用効率の向上を図り、約 1,000t-CO2 /年のCO2排

出量削減、3,000Gcal/年の省エネ効果を目指しています。

概要

取組状況

所在地

事業内容

敷地面積

従業員数

福岡県浮羽郡浮羽町大字古川字日精 774

自動車部品製造（ステアリング）

精密機械部品製造（ボールねじ）

特殊環境用軸受の製造

152,000m2

267人 （2001年3月末現在）

井上軸受工業株式会社

　井上軸受工業は、1944年に設立され、山々が連なる水と緑に恵

まれた金剛生駒国定公園を背景に、富田林工場では、産業界の多

種多様なニーズに対応した玉軸受の生産活動を展開しています。

工場の立地条件から、高度な排水処理設備を設置し、また、高効

率トランスの採用や高効率ガスヒートポンプ空調システムの採用

など、環境保全活動を積極的に推進しています。

　さらに、環境との調和を目指した事業活動の一環として環境マ

ネジメントシステムを構築し、2001年2月にはISO14001の認証を

取得しました。

概要

取組状況

大阪府富田林市大字佐備 1640-1

玉軸受および関連部品の製造

20,682m2

246人（2001年3月末現在）

所在地

事業内容

敷地面積

従業員数

エヌエスケー・マイクロプレシジョン株式会社

　エヌエスケー・マイクロプレシジョンは、1949年に創立され、南

に江の島、西に富士山を望む自然環境に恵まれた湘南の地で、I T

分野など最先端技術を支えるミニアチュアベアリングおよびその

技術を活かしたユニット製品を生産しています。

　サブミクロンの加工精度と共に高清浄度が要求され、高度な洗

浄技術が必要です。難しい課題ですが、新しい洗浄技術の導入に

より、洗浄液（化学物質）の環境負荷低減を積極的に図っています。

　2001年6月に ISO14001の認証を取得し、今後、より効率的に

省エネ・廃棄物の減量化など環境保全活動を推進していきます。

概要

取組状況

神奈川県藤沢市宮前 645

ミニアチュアベアリングおよびユニット製品の製造

5,619m2

294人（2001年3月末現在）

所在地

事業内容

敷地面積

従業員数
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エヌエスケー・トリントン株式会社（榛名工場）

グループ企業における取組

エヌエスケー・ワーナー株式会社

ロール状ペーパー摩擦母材 

従来品 改善品 

摩擦材廃棄量削減の取組 

製品として使用 破棄される部分 

破棄される部分を大幅削減 

3ジョイント 
セグメントタイプ 

フリクションプレート マルチ 
セグメントタイプ 

フリクションプレート（自動車の湿式多板クラッチに使用される製品）の例 

破棄される部分 

　エヌエスケー・トリントンは、日本精工と米国トリントン社と

の合弁会社です。高崎工場、榛名工場、八幡分工場にて自動車向

けを主としたニードルベアリングを製造しています。なかでも、榛

名工場は 1998年9月、赤城、榛名、妙義の上毛三山に囲まれた緑

豊かで美しい景観の中、下記の通り、環境にやさしい最新鋭工場

として誕生しました。また、画期的なハード面に加え環境管理シ

ステムを確立。2001年1月には ISO14001の認証を取得し、環境

保全活動を推進しています。

［榛名工場  設備の主な特長］

1 環境負荷低減

・都市ガスの使用……………………クリーンエネルギー化

・エネルギーの集中管理システム…エネルギー使用効率化

・機械プレスの遮音…………………機械プレス全体に遮音装置を

　　　　　　　　　　　　　　　　設置して騒音を防止

2 公害防止および緊急事態対応

・集中監視装置………排水・ばいじん・圧縮エア・灯油・地下水・

上水・自家発電の状態を24時間監視

・排水処理設備………窒素処理を取り入れた高度な処理設備

・廃棄物専用置場……廃油等の漏洩に対処した構造

・危険物専用置場……油脂類の漏洩に対処した構造

・雨水排水溝…………明確な構造と排水経路

概要

取組状況

　エヌエスケー・ワーナーは、日本精工とボーグワーナー社との

合弁会社です。静岡県袋井市の小笠山丘陵に抱かれた緑豊かな自

然環境の中でワンウェイクラッチ、摩擦材関連製品の開発および

生産を行っています。

　工場建設当初からエアーコンプレッサーの台数制御、冷却水の

クローズドループ化、電力・水・燃料使用量自動計測機能を備え

た中央監視装置の導入等を図り、省エネ活動を積極的に進めてい

ます。

　主力製品のひとつである摩擦材関連製品には多くのペーパー摩

擦材を使用しています。従来、ロール状の母材から環状に打ち抜

いた部分のみを製品として使用していたため、材料使用効率が悪

く、結果として多量の廃棄物が発生していました。この改善のた

め、短冊型に打ち抜いたものを環状に組み合わせて使用する方式

に設計改善することで、材料使用効率を向上させることができま

した。この改善品を順次拡大し、大幅な廃棄物抑制を実現してい

きます。

　また、これらを含めた環境保全活動の証として 2001年3月に

ISO14001の認証を取得しました。

概要

取組状況

群馬県群馬郡榛名町中里見中川 941-2

ニードルベアリングの製造

88,187m2

356人（2001年3月末現在）

静岡県袋井市愛野 2345

ワンウェイクラッチ、摩擦材関連製品の製造

136,430m2

736人（2001年3月末現在）

所在地

事業内容

敷地面積

従業員数

所在地

事業内容

敷地面積

従業員数

排水処理設備

NSK Environmental Report 2001
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