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編集方針
当社の環境保全活動についての考え方と目指す姿、および、そ

の現状を投資家・株主・お取引先・事業所近隣の住民の方々、さ
らに従業員など、幅広いステークホルダーの方々に、わかりやすく
お伝えすることを念頭に編集しています。
また当社は、機械部品・自動車部品メーカとして、商品を通じて

の環境貢献ならびに、製造部門の環境負荷低減が重要であると
考えています。本報告書では、商品分野の取り組み、製造分野の
取り組み、各製造サイトの活動状況に重点をおいた内容としてい
ます。
1. 客観性の確保
当社の取り組みを客観的にご理解いただくため、環境省が作
成した「環境報告書ガイドライン」を参考に編集を行いました。

2. 透明性の確保
当社の活動情報を誠実にお伝えすることが重要と考え、環境に
関して寄せられた苦情などの情報も開示しています。

2003年度版の制作に当たり
当社として3年目の環境報告書である2003年度版の制作に当た

り、アンケートなどを通じて寄せられたご意見を極力反映するよう
に努めました。
全体を通しての見易さ、読み易さを改善するため、デザインやレ

イアウトを工夫しました。また、製品分野の取り組みと環境保全と
の関わりをわかりやすく伝えること、および当社の活動と社会との
関わりについての情報を拡充することに注力しました。

対象範囲
自社および分社会社、出資比率50%以上の製造関連会社、物

流関連会社を対象としています。2002年度から物流分野における
環境配慮を進めるため、新たに製品物流を担当するＮＳＫロジス
ティックス株式会社を活動の対象範囲に加えました。→詳細はＰ48
をご覧ください。

対象期間
2002年度（2002年4月～2003年3月）

発行
2003年9月（前回発行：2002年9月、次回発行予定2004年9月）
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現在弊社は、強い企業風土を目指して「経営改革推進室」を設置し、世界の構造変化

の波を乗り越える、強靭な企業体質の確立を目指しております。

そのような中でも環境への取り組みは、企業活動の必須要件と考え、環境経営の推進

を最重要課題のひとつとしております。このたびコーポレートガバナンス強化の一環とし

て、新しい監査体制を構築するための監査委員会と監査室を設置いたしましたが、新監

査の主要４項目のひとつに環境経営を取り上げ、更なる環境経営の浸透を図っていきた

いと思います。

弊社は「Motion & Controlを通して世界に貢献する」という企業理念のもと「顧客の問題

解決に積極的な提案を行っていくシステムサプライヤ」を目指しております。地球環境という

視点で捉えれば、私たちは現代の大量生産、大量消費という経済システムから、循環型社

会の構築、そして持続可能な社会に向けて、意識を変え行動していかなければなりません。

そういう社会の向かうところにおいて、「提供する製品が社会に貢献すること」を弊社のミッシ

ョンのひとつとしております。

弊社の製品は軸受をはじめとして、摩擦低減などに役立つ環境貢献型の製品でありま

す。改善・開発を進め、製造過程でも資源効率を高めるなど「循環型社会の構築に貢献す

る」ことがNSKの環境経営の目指していることと、ご理解していただけたなら幸いです。

NSKの環境経営はまだ緒についたばかりですが、本書を通じて、投資家・株主・お取引

先をはじめとする皆様から、忌憚のないご意見・ご提言をたまわり、今後の環境経営に活か

してまいりたいと考えております。

平成15年９月

環境経営を最重要課題のひとつとして
推進していきます。

代表取締役社長
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■ 統括本部 
● 生産拠点 
 

社名 日本精工株式会社

設立 1916年（大正5年）11月8日

資本金 約671億円（2003年3月末現在）

本社 〒141-8560
東京都品川区大崎1丁目6番3号
電話　03－3779－7111（代表）

代表者 代表取締役社長　朝香　聖一

従業員数 連結：20,351人（2003年3月末現在）
単体： 6,438人（2003年3月末現在）

グループ企業 会社数：98社（2003年3月末現在）
うち国内（含む日本精工）：36社、海外62社

売上高 連結：5,228億円（2003年3月末現在）
単体：3,324億円（2003年3月末現在）

日本精工ホームページ http://www.nsk.com

■ ＮＳＫグループの主な事業内容
軸受、自動車関連部品、精密機器関連製品等の製造・販売

■ NSKグループの生産拠点と統括本部

注）日本国内の生産拠点は14ページをご参照ください。

会社概要

売上高の推移 

製品別の売上比率（第142期） 
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■ 企業情報
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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。

環境方針

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ります。

２．環境負荷低減型の商品づくりと技術開発を行います。

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
に取り組みます。

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り組
みます。

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ります。

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ます。

７．環境に関する社会活動により、社会に貢献します。

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
意識の向上をはかります。

９．環境管理の実施状況は必要に応じて公開します。

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

［1］総合的な取り組み

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

［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。

制定　1997年12月12日
改定　2002年 6月27日
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特集

人のために、環境のために。
ベアリングは計り知れない貢献をしています。
地球が動き、人が動き、モノが動く。
「モノ」が動くために不可欠なのが「動力」。その動力をスムーズに伝えるのがベアリングです。
ベアリングはさまざまな場面で私たちの営みを支え、
人の暮らしと地球環境保護に大きな貢献をしています。

滑らかな回転に欠かせないベアリング
ベアリングを日本語に訳すと「軸受」。私たちの周りにはさまざまな機械が存在しますが、ベアリングは、

その中で回転運動を伴う機械のほとんどに組み込まれています。

回転する軸とそれを支える軸受。ベアリングは、球による転がり接触運動を用いることで摩擦を低減し

｢滑らかな回転｣を実現します。直径数ミリのものから5mもある巨大なものまで、その種類はなんと10万点

以上。外観だけを見ると変化のないベアリングも、材質や機能は時代とともに大きく進化しています。

身近なところでベアリングは活躍しています
ベアリングは、決して特殊な機械に使用されるものではありません。ふだん何気なく使っているパソコ

ン・ＤＶＤプレーヤー・洗濯機・掃除機といった家電製品から、自動車・鉄道・航空機等の交通機械、工作機械、

紡績機、ロボット等の産業機械、さらに大型産業機械まで、地球上の幅広いシーンで大活躍。多種多様な機

械の心臓部に使用され、先端技術を支えています。

1916年、日本で初めてボールベアリングの国産化に成功してから約90年。あらゆる回転部分に使用さ

れるベアリングは、産業のコメと呼ばれるほど成長しました。

 
元祖・省エネ研究 
「トライボロジー」 

　1966年にイギリスで生まれた「トライボロ
ジー」。これは摩擦、磨耗、潤滑、材料等に関する省エネ

ルギーの研究で、その報告によると、1.摩擦低下による

エネルギーの低減 2.労働力 3.潤滑油のコスト 4.機械の

保守・部品交換コストの節減等を含めると、イギリスで年間

5.15億ポンド（当時のイギリスのＧＮＰの1.3％）の節約

が可能であると提言されました。 

　1977年にはアメリカでもトライボロジーの提言

がまとめられ、アメリカの全産業で使われている

エネルギーの3分の2が摩擦と熱によって

廃棄されているという興味深い結果

がでました。 

コ ラ ム 
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ベアリングの起源をたどると、ピラミッド建築にさかのぼります。

あの巨大な石をどのようにして運んだか。つまり重量物を運搬するとき、

地上を滑らすより、コロの上に乗せて運ぶほうが軽い力で運べるという人間の知恵

「コロの原理」から発展してきた技術なのです。

ベアリングは人類の歴史の中で進化を遂げ、地球環境保護と省エネに貢献しています。

[省エネルギー効果]

日本のGNP2.6％の節約を
可能としたベアリング

イギリスで生まれた「トライボロジー」

（コラム参照）。1970年には日本でも同

様の提言があり、年間約2兆円の節約が可

能という報告がなされました。この金額は、

日本のＧＮＰの2.6％。転がり軸受の根幹

となっている研究分野「トライボロジー」

は、ベアリングの軽量化・小型化・高効率

化を生み、さらなる省エネルギー化を実

現していきます。

自動車に使用されているベアリングは

100個以上。もし転がり軸受がなく、自動

車にすべり軸受だけが使用されるとどうな

るでしょうか。転がり軸受による省エネ効

果の最も小さい60Km/hの定地走行で

も、原油換算すると日本だけで1年間48

万Kl（仮にドラム缶を縦に積んだとすると

富士山の567倍）の省エネになるのです。

世界の省エネに大きな影響を与えるベアリング。

[省資源効果]

ベアリングの進化が
環境への負担を軽減する

地球環境を考える場合、製品のライフサ

イクルを通して負荷低減（長寿命化）を図る

必要があります。これは企業の責任という

より、一つしかない地球を守ろうとする「人

間としての責任」といえるかもしれません。

リサイクル材を利用することの多いベア

リング。そのリサイクル材の源は使用済み

のベアリングも含まれますので、省資源性

に優れた循環型製品といえます。見た目は

それほど変化していないベアリングも、設

計技術・加工技術・材料技術・潤滑技術の

進歩によって性能は格段に向上していま

す。ベアリングの使命は、荷重を支え円滑

に回転すること。耐荷重性能を上げること

で、機械の長寿命化、メンテナンスフリー

化、小型化、軽量化を実現していきます。

[快適効果]

基本は「人間を快適にする」
でなければいけない

機能さえ向上すれば、それでよいか。答

えは「ノー」です。

エアコンや空気清浄機のファンモータ

が夜中に騒音となっては、安眠の妨害にな

ります。そこでベアリングの外輪、内輪、

球の寸法精度などを高め、振動や騒音を

抑えました。エアコンのファンモータ用

軸受の音量の推移を例に挙げますと、

1980年を100とした場合、2000年に

は40近くまで数値を下げて快適性を向上

させています。

[クリーン効果]

環境負荷物質を低減させる
ことで地球環境を守る

水銀、鉛、カドミウム、砒素、六価クロ

ムといった環境負荷物質が問題となって

います。ベアリングは大部分が鉄鋼材料で

すから、環境負荷物質はほとんど含まれて

いません。しかも、使用後はリサイクルさ

れるため、産業廃棄物問題の解消にも大

きく貢献しています。

また、ベアリングに使用される潤滑油に

関しては、微生物によって水とCO2に分解

されやすいグリースや、外部への漏洩がな

い固形油などが開発されています。

1 2

43
環境を支える
4つの効果
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高機能材料開発 
有害物質排除 

資　材 
鋼材 173,700 ｔ 

           副資材 
油脂類 5,077 ｔ 
ＰＲＴＲ対象物質 160 ｔ 
 

   エネルギー・資源 
電力 320,560 千ｋｗｈ 
燃料 880,406 ＧＪ 
水 1,532 千ｍ３ 

 
 

エネルギー・資源 
軽油 4,484 k   

 
 

ＮＳＫでは、持続的発展が可能な社会、「循環型社

会の構築」に率先して貢献することが製造業者とし

ての責務と考え、グループレベルで取り組みを進

めています。

開発・設計の段階では、製品のライフサイクルア

セスメント（LCA）を展開し、素材から製造、使用、

廃棄の段階を通して、いっそう環境負荷の少ない製

品の開発に努めています。2002年度は当社の自

主基準を満たす環境貢献型商品/技術の登録件数を

15件増加させ、80件にすることができました。

製造の段階では、多くのエネルギーや資源を消

費し産業廃棄物などを排出するため、特に環境影

響の大きい段階と位置付け、エネルギー対策、廃棄

物・リサイクル対策、有害化学物質対策などの活動

を行っています。2002年度は、全工場がゼロエミ

ッションを達成し、廃棄物の埋立処分量を2001年

度に比較し86％削減することができました。また、

化学物質対策の推進により、PRTR対象化学物質の

排出移動量を21％削減することができました。さ

らに、排水処理施設をより環境負荷の少ないもの

に変更し、河川等へのＢＯＤの排出量を69％削減

することができました。

しかし、資源やエネルギーの使用量は、取り組み

の成果を上回る生産の増加により、2001年度に

比べ増加する結果となりました。

今後も「循環型社会の構築」に貢献するため、取

り組みの範囲を関連会社や海外工場などに、いっ

そう拡大するとともに、取り組みレベルを向上させ

てまいります。

NSKと環境とのかかわり｜循環型社会への　



8

金属・研削くず 81 ％ 
廃油 11 ％ 
紙くず 3 ％ 
その他 5 ％ 

使用 99.63 ％ 
製造 0.23 ％ 
素材 0.14 ％ 

登録件数 80 件 

長寿命材料開発 
有害物質排除 

環境貢献型商品 

 

加工容易化 
歩留まり向上など 

大 気 水 質 

化学物質 
化学物質排出移動量 37 ｔ 

 
 

ユーザ 
自動車・家電・情報 
機器メーカ 

使 用 

スクラップ 

オフィス 

NSK

排　出 
 

工　場 

物　流 

大気への排出 

埋立て 61 ｔ 
焼却 700 ｔ 
減量化（水処理など） 
 789 ｔ 
 

リサイクル 
26,254 ｔ 

ＣＯ２ 11,856 ｔ 
ＮＯｘ 82 ｔ 
 

ＣＯ２ 287,600 ｔ 
ＮＯｘ 46.6 ｔ 
ＳＯｘ 2.6 ｔ 
 

排水量 812 千ｍ３ 
ＢＯＤ 2.1 ｔ 
 
 

ＬＣＡによるCO2排出割合 
 

環境貢献型商品/技術 
 

商品開発 

貢献を目指して



担当役員ごあいさつ
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2003年6月よりNSKグループの環境経営を統括する地球環境保全委員会の委員長を担

当することになりました。

弊社で、今取り組んでいる経営革新の重要課題のひとつが環境経営推進です。生産拠

点における環境負荷の低減、製品を通じての環境貢献、調達部門など管理間接部門の環

境への取り組みの拡充と、全社的な取り組みを推進しております。

2002年度の活動成果について、全自工場では当初計画より1年も早くゼロエミッションを達

成したことなど、基本的な取り組み目標に対して、成果を得ることができました。また、機械要

素メーカとしての環境への取り組みに対し、国内外の環境格付け機関から、評価を得ることが

できました。このように環境活動の成果が全社的に目に見えるようになってきていると思います。

しかしながら、弊社の環境経営については、まだ全社員に浸透しているとはいえない状況

です。そこで、現在準備中の新監査体制では、環境経営を重要監査項目として、NSKグ

ループ全体に環境経営が、より浸透するような取り組みを考えております。また、今後と

も弊社の得意とする「トライボロジー技術」を活かした「環境貢献型商品の積極的開発」や

実効性の高い「環境負荷低減施策」を、自工場だけでなく関連会社や海外工場にも展開

してまいりたいと考えております。

本報告書は2002年度の取り組み内容と成果を報告するものですが、主力商品である環

境貢献型商品としてのベアリングについてのことや環境保全への取り組みの全体像につい

ても、ご理解していただけるよう配慮しました。また、具体的な専門部会の活動内容や、

国内外の各サイトでの取り組み状況なども、できるだけ多く具体的に、わかりやすくお伝

えできるよう努めました。

この報告書について、皆様からのご意見ご希望をいただき、今後ともさらに充実させてい

きたいと思います。

2002年度環境経営への
取り組みについて

代表取締役副社長（地球環境保全委員会委員長）
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NSKの

環境管理組織

自主行動計画

監査方法とISO14001

環境会計

11

12

13

15

NSKでは全事業領域において、実効性の高い

環境負荷低減施策を実現していくために、

全社横断型の環境マネジメントシステムの確立を目指しています。



国内工場 関連会社 技術開発部門 

社　長 
 

営業販売部門 
調達・物流・ 
事務部門 
 

工場長 

省エネ部会 
 

内部環境監査員 

環境管理責任者 

環境管理委員会 
 

廃棄物部会 
 

環境関連法定資格者 
 

実行部署 

化学物質部会 
 

推進員 

委員会所掌事項 
＊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 

 

海外工場 
地域別コーディネータ 
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 
＊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 

 
 
 

開発部門 
＊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 
 

地球環境保全委員会 
 

事務局 
環境管理部 

 

NSKグループ 

工場 

第2次自主行動計画 

 第1次計画 

 第1次計画 

 

第2次計画 

 第3次計画 

 

第2次計画 

 

第3次計画 

 第4次計画 

 製品含有環境負荷物質管理体制構築 

 

製造工程管理体制構築 

 冷凍機用特定フロンなどの削減 

 関連会社ジクロロメタン削減計画 

 

洗浄用全廃 

トリクロロエチレン全廃 

 

自社ジクロロメタン全廃 

 焼却炉全廃 

 

油剤の塩素フリー化 

 パイロット事業参加 

 

削減計画 

環境リスク対策・環境負荷低減 

 通い箱化推進 

 

自動車管理委員会 

 

遵法対策 

 塩ビ・発砲スチロール全廃 

 

物流部会 

商品部会、LCA導入 

 グリーン調達、購入運用 

 グリーンオフィス部会 

 制定 

NSK自社工場 

 

関連会社・海外工場 

 環境会計の導入 

 遵法監査 

 

パフォーマンス監査 

 

システム監査（支援） 

 

関連会社監査 

 環境連絡会 

 

行動計画 

 ホームページ開設 

 

アニュアルレポートに掲載 

 

環境報告書 

第1次自主行動計画 

 

自主行動計画 

地球温暖化対策 

廃棄物・リサイクル対策 

  化学物質管理 

  オゾン層破壊物質対策 

  塩素系有機溶剤対策 

  ダイオキシン対策 

  PRTR対応及び削減対策 

法遵守、環境リスク対策 

物流対策 

商品対策 

調達対策 

オフィス対策 

 NSK環境方針制定 

 ISO14001認証取得 

 環境会計の導入 

  環境監査 

 関連会社取り組み 

環境情報の公開 

 

項目 1993 1994 1995 1996 1997  1998  1999  2000  2001  2002

有
害
化
学
物
質
対
策 

環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

シ
ス
テ
ム
の
構
築 
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Ｎ
Ｓ
Ｋ
の
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

地球環境問題に取り組むため、1993年に地球環境保全委員会
を設置しましたが、1999年までは製造工程を中心にした環境
保全活動でした。そこで、2000～2002年には、経営革新プ
ロジェクト・環境経営推進グループを設置して、製品・物流・調
達など全社的な環境保全活動への転換を図りました。
そして、環境問題への対応を横断的に推進するため、村田副社
長を委員長（03年6月から）とする地球環境保全委員会のもと

に各専門部会を設置しています。その専門部会長には各部門の
役員を任命し、権限と責任を明確にして会を運営しています。
また、各サイトでは、環境管理委員会を設置し、工場長を委員
長としてサイト別に環境方針を制定しています。環境管理責任
者が中心となって環境保全活動を推進しています。

環境管理組織

地球環境保全委員会の活動経過
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Ｎ
Ｓ
Ｋ
の
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

環境貢献型商品の創出

環境負荷物質の削減

生産高当たりのCO2排出及びエネルギー消費原単位
を2010年度までに23％削減（1990年度比）

2010年度までにリサイクル率を98％以上達成

2002年度までに全工場ゼロエミッションを達成

オゾン層破壊物質（冷媒用特定フロン､ハロン消火器）
を2005年度までに全廃

PRTR対象製品及び塩素系加工油剤を2005年度ま
でに2000年度比50％削減

輸配送時の環境負荷低減（CO2､NOx排出量低減）

環境包装の推進（梱包･包装資材使用量削減）

グリーン調達基準書の運用

グリーン購入ガイドラインの運用

環境保全意識の高揚

用紙使用量削減、廃棄物分別、省エネルギーの推進

2003年度までにISO14001の認証取得

生産高当たりのCO2排出原単位を年率１％低減

2010年度までにリサイクル率を98％以上達成

オゾン層破壊物質（冷媒用特定フロン､ハロン消火
器）を2010年度までに全廃

塩素系加工油剤を2005年度までに2000年度比
50％削減

ジクロロメタンを2003年度までに全廃

1993年に策定された環境保全のための第1次自主行動計画
は、2000年度までに目標通り達成し、2001年度からは、開
発･調達･物流などの分野を加え全社体制として第2次自主行動
計画をスタートさせています。また、関連会社にも働きかけ、
2001年に改善目標を設定し展開しています。
2002年度は、開発部門では、環境貢献型商品の登録件数が前
年度より15件増の80件となり、製造部門では、昨年上方修正

した廃棄物対策の目標をクリアし、全自社･分社工場でゼロエ
ミッションを達成しました。地球温暖化対策は、目標に少し届
きませんでしたが、前年度よりCO2排出原単位を約4％改善し
ています。今後とも、目標達成に向け継続的に改善を進めてい
きます。
海外サイトにおいても温暖化､廃棄物､有害化学物質などに対す
る対策について共通指針を掲げ、取り組みを開始しています。

自主行動計画

NSK行動計画

関連会社行動計画

開 発 商品開発

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

物流対策

グリーン調達

グリーンオフィス活動

○：目標を達成、△：約8割近く目標達成、×：未達成

環境貢献型商品・技術登録件数：80件

軸受シールド板の六価クロム全廃
グリース中の鉛系添加剤全廃

CO2排出原単位は1990年度比14.8％削減。
（前年度比約4％改善）

昨年度より約2％改善し94％達成

全自社･分社工場（8工場）でゼロエミッション達成

冷媒用フロンを51％､消火器用ハロンを38％削減
（2000年度比）

PRTR対象製品を41製品、塩素系加工油剤を10
製品削減

生産高当たりのCO2排出量を前年度比6.7％削減

海外輸出梱包資材のリターナブル化検討･推進

取引企業93％に運用、関連会社に運用拡大

OA機器約1,000台､自動車11台を切替え

ECOニュース発行､啓蒙教育実施

用紙使用量を前年度比15％削減

○

○

△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

製 造

項目 中長期目標 2002年度実績 評価

2社新規取得（11社中8社取得）

CO2排出原単位は前年度比1.8％改善

90.3％達成

削減推進中

削減計画を立案し、4製品を削減

前年度比40％削減

環境マネジメント

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

○

○

○

○

○

○

項目 中長期目標 2002年度実績 評価



13

■ PDCAサイクルの検証とシステムの改善等のため
の環境監査
環境監査として、以下のような

監査を実施しています。
●システム監査

内部監査は、環境マネジメントシ

ステムの中でも重要な位置にあり、

PDCA（計画→実行→チェック→

見直し）サイクルが確実に実行され

ているかどうかの検証とシステムの改善を目的に、年1回定期

的に実施されています。内部監査員は毎年、教育プログラム

に基づいて外部セミナーに参加することにより増員・育成を行

っています。

また、外部の認証機関によ

って定期審査あるいは3年ご

との更新審査が実施されて

います。この審査によりシステ

ムが正常に機能していること

や日常の環境改善活動の状

況が審査されます。関連会社

でISO未取得の会社は環境

管理部において監査を

実施しています。
●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）が、当

社の自主行動計画に対し

ての改善の実績、法規制

遵守などを定期的に審査しています。
●監査役による監査

環境管理活動については、社内監査役による監査を毎年

定期的に実施しています。

■ 軽微な不適合・要改善部分の是正
（2002年度監査実績）
2002年度も内部監査及び外部審査を行いました。外部審

査では、文書管理として一部の現場で使用している作業標

準書の定期見直し漏れなど、軽微な不適合を数件指摘され

ました。見直し時期を統一し、その計画書を作成するなど速

やかに是正措置を講じました。その他改善が望ましい指摘

に関しても是正しました。

Ｎ
Ｓ
Ｋ
の
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

環境保全活動は、企業の社会的責務であり、企業の維持・発展
にとっても欠くことのできない、極めて重要な活動のひとつで
す。そこで当社では、環境マネジメントシステムの国際規格で
あるISO14001を企業経営システムの一環として導入し、環
境負荷の継続的改善のために運用しています。各事業所におい
ても、この企業理念・環境保全方針に基づいて、その立地条件
や製造製品などの事業活動に合った独自の環境保全方針を掲

げ､保全活動を展開しています。
そして、環境保全活動をより適切なものにするため、定期的に
環境監査を行っています。この監査によって不十分な点を洗い
出し、それを是正しながら環境マネジメントシステムの定着・
改善及び環境パフォーマンスの継続的改善を図っています。
また、グループ全体としてもISO14001認証取得を展開中
で､昨年度は関連会社2社、海外では3事業所が取得しました。

監査方法とISO14001

NSK福島（株）

埼玉工場／NSKプレシジョン（株）埼玉精機プラント

滋賀工場（大津･石部プラント）

藤沢工場／技術部

NSKプレシジョン（株）桐原精機プラント

NSKプレシジョン（株）前橋精機プラント

NSKステアリングシステムズ（株）

日本精工九州（株）

NSKニードルベアリング（株）（榛名工場）（旧 NSKトリントン（株））

井上軸受工業（株）

NSKワーナー（株）

NSKマイクロプレシジョン（株）

新日本鋼球（株）

信和精工（株）（朽木工場･新旭工場）

NSKマシナリー（株）

C1 C2 OB C1 C2 OB SP

0 1 9 0 0 12 1 1998年 7月

0 4 30 0 0 16 1 1998年 9月

0 20 47 0 1 18 2 1998年 10月

0 2 29 0 0 14 7 1999年 9月

0 0 4 0 0 7 3 1999年 11月

0 4 30 0 0 16 1 1999年 12月

0 14 0 0 2 13 2 1999年 12月

0 0 12 0 0 6 1 2000年 10月

0 0 1 0 0 7 0 2001年 1月

0 6 12 0 0 5 3 2001年 2月

0 9 23 0 0 10 2 2001年 3月

0 7 24 0 0 6 1 2001年 6月

0 6 21 0 0 6 1 2001年 9月

0 0 13 0 3 14 1 2002年 12月

0 2 10 0 0 4 1 2003年 3月

注) NSKマシナリー（株）と信和精工（株）は認証審査（2nd）結果
C1：重大な不適合（システム要求事項に関する手順が完全に欠落してい
る場合など）

C2：軽微な不適合（重要事項の部分的な欠落）
OB：不適合ではないが、システムとして効果的な改善が望ましい事項
SP：活動の中で見受けられた特筆すべき良い点

内部環境監査 ISO14001
取得年月

自
社
・
分
社
会
社

関
連
会
社

事業所名
ISO14001審査

点検 
および 
是正処置 
 

C
計画 

P 実施 
および 
運用 
 

D

経営層 
による 
見直し 

A改善 

改善 

サイトの 
方針 

環境監査の指摘事項件数

ISO14001 審査風景

内部監査風景
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■ 関連会社2社、海外3事業所がISO14001
認証取得

●国内事業所

1997年から国内生産事業所で順次ISO14001の認証取得

に取り組み、研究･開発も含め既に認証取得を完了し、昨

年度は滋賀工場､藤沢工場、NSKプレシジョン（株）前橋精機

プラント･桐原精機プラント、NSKステアリングシステムズ（株）

の5工場が更新審査を受け再認証されました。
●国内関連会社

昨年度、設備製造を担当しているNSKマシナリー（株）と

軸受部品の旋削加工等を担当する信和精工（株）が認証さ

れ、計8社が認証を完了しています。2003年度には旋削加工

等担当2社と製品物流を担当している1社が認証取得及び2

事業所が拡大認証を予定しています。

●海外事業所

当社はグローバル企業として海外においても共通指針を

掲げ、環境保全活動を積極的に進めています。その一環と

してISO14001の取得を展開中です。昨年度は3事業所が取

得し、対象19事業所に対して13事業所で認証取得を完了し

ています。
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ISO14001取得年月 事業所名 所在地

1997年 12月 NSK韓国社　昌原工場 韓国

1999年 2月 NSKベアリング・ヨーロッパ社　ピータリー工場 イギリス

2000年 1月 NSKブラジル社　スザノ工場 ブラジル

2000年 3月 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年 5月 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年 11月 サイアム・NSKステアリングシステムズ社 タイ

2001年 1月 ノイベック社 ドイツ

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

2001年 11月 NSKコーポレーション社　アナーバ ー工場 アメリカ

2002年 1月 NSKマイクロプレシジョン社　マレーシア工場 マレーシア

2002年 7月 NSKコーポレーション社　クラリンダ工場 アメリカ

2002年 11月 NSKコーポレーション社　フランクリン工場 アメリカ

2002年 12月 NSKステアリングシステムズ・アメリカ社 アメリカ

千歳産業（株） 

 

● 取得済事業所 
● 昨年度取得事業所 
● 取得予定事業所 

 NSKマシナリー（株） 

 

NSK福島（株） 

 
埼玉工場／NSKプレシジョン（株） 
埼玉精機プラント 

NSKマイクロプレシジョン（株） 
 

藤沢工場／技術部 

 NSKプレシジョン（株） 
桐原精機プラント 

新日本鋼球（株） 

 

NSKステアリングシステムズ（株） 

NSKプレシジョン（株）前橋精機プラント 

NSKニードルベアリング（株） 

信和精工（株） 

滋賀工場石部プラント 

旭精機（株） 

 

滋賀工場大津プラント 

NSKワーナー（株） 
 

井上軸受工業（株） 

 

日本精工九州（株） 

 

国内におけるISO14001認証取得状況
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■ 2002年度 環境会計
環境保全コストは投資合計額約10.4億円、費用合計額約

33.4億円で、そのうち環境貢献型商品及び環境保全型技術

などの研究開発コストの全体に占める割合が約55％と高くな

っています。また、環境貢献型商品拡大に伴いその比率も昨

年度より高くなり、商品による環境貢献に力を注いでいます。

環境保全の経済効果は約2億円でした。また、物量効果

として廃棄物リサイクル率が2.5％向上するとともに、埋立処

分率も1.2％改善し、全自社・分社工場でゼロエミッションを

達成しました。

当社では環境保全活動にかかるコストとその効果を定量的に把
握・評価するための重要な経営ツールとして、また皆様に理解
していただくためのコミュニケーションのツールとして活用す

ることを目的に1999年度より環境会計を導入し、一般に公開
することにしました。なお、集計方法は環境省「環境会計ガイド
ライン2002年度版」に基づいています。

環境会計

環境保全コスト

公害防止コスト

地球環境保全コスト

資源循環コスト

小計

135.1 163.2 (15.6) 382.3 373.1 (11.2)

251.8 198.2 (19.0) 137.8 156.5 (4.7)

35.9 106.5 (10.2) 326.8 377.4 (11.3)

422.8 467.9 (44.8) 846.9 906.9 (27.2)

2.5 0.0 (0.0) 135.1 103.4 (3.1)

48.3 1.1 (0.1) 433.4 397.7 (11.9)

367.8 574.5 (55.0) 1,623.0 1,870.0 (56.0)

0.0 0.0 (0.0) 43.4 38.6 (1.2)

13.5 1.2 (0.1) 22.9 23.7 (0.7)

854.9 1,044.6(100.0) 3,104.7 3,340.3(100.0)

投資額 費用額
2001 2002 2001 2002（年度）
百万円 百万円（％） 百万円 百万円（％）

主な内容

●集塵機、煤煙除去装置など設置
●地下タンク･埋設配管などの改修･地上化
●環境影響設備の保守･点検･維持管理
●排水処理設備、廃液処理設備の保守･点検･維持管理

●省エネルギー対策
●オゾン層破壊物質削減対策

●研削くずブリケット設備の導入
●廃棄物リサイクル･減量化対策
●一般･産業廃棄物の処理･処分

●グリーン購入（低公害車、OA機器､紙､文房具等）
●ポリ箱リサイクル､リターナブルコンテナ

●緑化工事
● ISO14001の維持･運用
●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

●WWFジャパン､経団連自然保護基金､メカトロニク
ス技術財団などへの寄付､会費

●浄化設備の維持管理

分類

事
業
エ
リ
ア
内
コ
ス
ト

環境保全の経済効果

項目
金額（百万円）

2001 2002（年度）
省エネルギー対策による効果*1 89.1 94.7
廃棄物の減量化対策による効果*1 31.2 38.8
廃棄物再資源化による有価物売却益*2 64.4 74.9
合計 184.7 208.4

*1 5年間（1998～2002年度）分の投資による効果を含む
*2 関連会社などへの有価物売却による収入

環境保全の物量効果

項目
対前年度比較

2001 2002（年度）
工場部門 CO2排出原単位 11.0%増加 3.9%改善

水使用量 12.9%改善 2.0%改善
廃棄物埋立処分率 0.8%改善 1.2%改善
廃棄物リサイクル率 3.3%改善 2.5%改善

物流部門 CO2排出原単位 4.8%改善 6.7%改善

● 対象期間：2002年4月～2003年3月
● 組織の範囲：自社・分社工場、技術部、物流及び本社部門
● 環境保全コストの集計基準
＊環境省｢環境会計ガイドライン2002年度版｣に準拠し、投資・費用それぞ
れの金額を集計
＊減価償却は、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
＊グリーン購入の費用は、差額集計ではなく全額集計

● 環境保全効果の集計基準
＊確実な根拠に基づいて算出される経済効果（貨幣単位）と環境対策によ
り得た物量効果を計上

＊みなし効果（リスク回避効果、利益寄与推定効果など）は対象外

＜集計方法＞

上・下流コスト

管理活動コスト

研究開発コスト

社会活動コスト

環境損傷コスト

合計

研削くずブリケット：廃棄物対策として工程から排出される研削くずを製鋼原
料としてリサイクルするため加圧によりこぶし大程度の大きさの固形物（ブリケ
ット）に加工すること

用語解説



NSKでは、開発から廃棄に至る製品の

ライフサイクルの各ステージで、

環境負荷低減のための対策を実施しています。

ここではそれらの取り組みについてご紹介します。

ラ
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取
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製品の

開発

商品対策

製造

廃棄物・リサイクル対策

地球温暖化対策

有害化学物質対策

法遵守、環境リスク対策

物流

物流対策

調達

グリーン調達

オフィス

本社ビルでのグリーンオフィス活動

17

21

23

24

25

27

28

29
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■ 環境配慮型製品の設計・開発を目指す
当社では環境方針の中で、｢環境負荷低減型の商品づく

りと技術開発を行う｣ことをうたっています。

この方針を、設計・開発部門の日常業務の中に標準化し

て取り入れていくために、2001年度から、全技術部門共通の

基本方針と各部門独自の行動指針を策定しました。商品企

画の段階から、製品のライフサイクルを考慮した環境配慮型

製品の設計・開発を目指しています。

■ 製品と技術の両面から環境保全に取り組む
環境貢献型商品、環境保全型技術の創出

転がり軸受、ボールねじ、リニアガイドをはじめとする当社

の商品群は、その機能、性能、特性から、それ自体が省エネ

ルギーや省資源に寄与する環境配慮型製品としての性格を

有しています。

例えば、使用する鉄系素材の多くは、スクラップから再生さ

れた鋼材を利用し、役目を終えた製品はリサイクルされ、新た

な鋼材として再利用されており、生産から廃棄に至るライフサ

イクルを通して環境に負荷をかけない製品づくりをしています。

また当社では、技術面からの環境保全にも努めています。そ

れには、ユーザが当社製品を使用するにあたって、省エネ、

省資源、クリーン（有害物質排除）などの効果を享受できる環

境貢献型商品と、材料・部品選択～製造出荷～廃棄に至る

まで環境に負荷をかけないことを考慮した環境保全型技術

（製造方法）があり、両面から環境保全に取り組んでいます。

当社の自主基準による環境貢献型商品及び環境保全型

技術の2002年度登録件数は、前年度比15件増加して80件と

なっています。

転がり軸受：内輪と外輪の間に玉又はころを介して回転運動しながら荷重を支
える機械部品
ボールねじ：ねじ軸とナットの間に玉を介して荷重を支える送りねじ

リニアガイド：レールとスライダの間に玉又はころを介して直線運動をしながら荷
重を支える案内

当社の製品は、あらゆる産業分野の機械装置に組み込まれ、回転運動や直線運動を滑らかに支える機械要素と
して、省エネルギー・省資源などの環境保全に役立っています。2002年度も、『環境商品部会』や『製品化学物
質部会』の活動をさらに強化し、環境貢献型商品の創出、有害物質対策、環境配慮型製品の設計・開発、LCAの
推進等を積極的に進めました。

商品対策

開 発

環境配慮型製品開発の基本方針

我々は、環境にやさしい製品を提供するために、研究

開発、設計、生産、使用、廃棄までのライフサイクルを通

して、環境負荷の最小化を目指した製品開発に努めます。

1．顧客の使用時に、省エネルギー・省資源に寄与する製品づくり

2．製造時のエネルギー・資源使用量を極力低減した製品づくり

3．有害物質の使用ゼロを目指した製品づくり

4．低振動、低騒音、低発塵など人にやさしい製品づくり

商品企画
付与する特長・機能
（顧客効果）

材料選択配慮
部品選択配慮
潤滑剤選択配慮

製造・出荷工程配慮 廃棄面配慮
環境効果

プロセス

環境貢献型商品 環境保全型技術

技術から見た環境対応マトリックス

用語解説

環境負荷エネルギーの
少ない材料・部品選択
迅速浸炭中炭素鋼

易リサイクル、軽量材料
中空シャフト利用

有害物質排除の材料・部品、
新代替材料使用、
生分解性潤滑油
生分解性グリース、
クロムフリー部材、
チタン合金利用

軽量・小型化
低トルク化、高速化
CVT、EPS、ハブユニット、
低トルク玉軸受、樹脂ケー
ジ付ローラクラッチ、ニード
ルローラーフォロア

長寿命化、
ユニット化、小型化
高耐食化、高耐熱化
新材料長寿命軸受、潤滑ユ
ニット付リニアガイド、ロバ
ストシリーズ軸受

クリーン化、高密封化
低騒音・低振動化
無発塵化、無給脂化
ルブガードベアリング、
きしり音防止軸受、
静音ボールねじ

省エネルギー化
（電気、ガス、燃費）

省資源化
（できるだけ長持ち、資源
少なく、再利用）

クリーン、アメニティ
（有害物質、メンテナンス、
環境汚染防止、音・振動）

加工容易化、加工しろ削減、
熱処理時間短縮
熱処理変形矯正技術、
マイクロマシン加工

歩留まり向上、
親子取り、
ニアネットシェイプ化
冷間ローリング加工、
転造加工、
セグメントフェーシング技術、
再生プラスチック利用

工場内有害物質不使用、
洗浄液無害化、
ドライ加工推進

リサイクル

リサイクル

廃却後（埋立て、焼却）
にも有害物質を排出しない
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RoHS指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧
州議会及び理事会指令

■ 有害物質の使用ゼロを目指して
当社では、｢有害物質の使用ゼロを目指した製品づくり｣を

製品開発の基本方針として製品設計を行っています。さらに、

環境に関する国内外の法規制、お客様や各種業界が独自

に行っている化学物質の自主規制にも迅速に対応できる体

制を整えています。

1997年3月に｢製品含有環境負荷物質の管理規定｣を制定

し、当社が製造販売するあらゆる製品を対象として、それら

に含まれる化学物質に対する管理システムを構築しました。

2002年6月には、強化された法規制に適合させるため、管理

規定を改正し、臭化物難燃剤、β--ナフチルアミンなど禁止

物質28種、鉛化合物、六価クロム化合物、亜硝酸塩など削

減物質5種、アンチモン化合物、多環芳香族化合物など抑制

物質12種を定めました。そして、削減物質を使用する場合に

は、廃止までの計画を立案し実行することを、また抑制物質

を使用する場合には、代替物質の選定を行うことを義務付

けています。

欧州理事会と欧州議会は、使用済自動車（End of Life

Vehicle）からの廃棄物の低減、適正処理を目的とした欧州廃

車指令を2000年9月に採択しました。この法律は、2003年7月1

日以降に販売される新車に適用され、適用除外部品、材料を

認めてはいるものの、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの使用

を原則として禁止しています。また、自動車と同様に、2003年1

月には、多種の電気製品を対象としてRoHS指令が採択されま

した。この法律は、2006年7月1日以降に販売される電気機器

の新製品への鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、2種の臭化物

難燃剤（PBB、PBDE）の使用を原則として禁止しています。

当社では，以上のような法規制に適合させるため、全廃計

画を立案し取り組みを行っています。環境負荷物質削減の

進捗状況を左下に示します。今後も環境負荷物質の削減の

ため、自主的な管理、取り組みを積極的に進めていきます。

■ 環境負荷の定量的把握・評価手法LCAの推進
LCA（Life Cycle Assessment）とは、製品の“ゆりかごから

墓場まで”、製品の原材料の採取から製造・加工・流通・販

売・消費・使用・リサイクル・廃棄に至るまでに、どのような環

境負荷が、どの程度あるかを定量的に把握・評価するため

の手法です。

当社においても、各製品群（軸受、精機製品、自動車部品）

の代表的なものについて、LCAを進めてきました。

当社が開発した潤滑ユニット「NSK K1」付きボールねじ・

リニアガイドを工作機械の送り機構に装着することで、潤滑

油及び供給ユニットが不要となり、また潤滑油のクーラント

液混入による腐敗を防止できるので、クーラント液を節約で

きます。

これらをLCAで試算すると、工作機械1台当たり約1tの

CO2排出量が低減できることが分かりました。今後とも、商品

企画への反映及び将来のユーザニーズに応えるためにLCA

の積極的な導入を図っていきます。

LCA試算条件
●工作機械送り機構部に適用（１台）
●全体消費電力１２.５ｋＷ、モータ稼働率３０％、１日１２時
間稼働で１０年間、給油システムは１００Ｗモータ

環境負荷物質 材料名 製品・部品名 削減・代替品開発状況

はんだ 電装品 代替品検討開始

鉛
鉄、非鉄金属 快削鋼など 代替品開発中

電着塗装 塗装部品 切替中

グリース グリース 2003年3月 切替完了

カドミウム
ニッケル・ ニッケル・

新規設計から切替実施
カドミウム電池 カドミウム電池

六価クロム 表面処理
軸受シールド板 2003年3月 切替完了
軸受シール芯金 切替中

水銀 電子部品 基板部品 代替品検討開始

臭化物難燃剤
被覆材 メカトロ製品

2003年3月
（PBB、PBDE） 新規設計品 切替完了

不要となる給油システム

従来の潤滑方式はオイル強制潤滑であり、潤滑油及び供給ユニット
が必要です。また、潤滑油がクーラント液に入り、腐敗・異臭が発生
するのでクーラント液の頻繁な交換が必要です。ところが潤滑ユニッ
ト｢ＮＳＫＫ1｣付きリニアガイドとボールねじを使用すると、潤滑給油シ
ステムが不要となります。

環境負荷物質削減の進捗状況

用語解説

Ｋ1付き 
リニアガイド 

Ｋ1付きボールねじ 

給油システム 



■ 消費電力量約5分の1のマイクロマシン開発
環境保全型技術

当社は、業界で初めて、軸受の構成部品である内・外輪

の研削を行うマイクロマシンを開発しました。機械1台が、A3

判用紙1枚に収まるほどの大きさで、機械本体の床設置面積

は約10分の1、消費電力量は約5分の1の200～400Wと、消

費電力量などが従来機に比べ大幅に低減し、省エネルギー・

省資源に貢献しています。

今後は、大きいサイズの軸受への応用や、研削工程だけ

ではなく前工程の旋削用や後工程の組立用マイクロマシン

の開発も視野に入れ、環境に負荷をかけない｢ものづくり｣

を目指します。

■ 省エネ効果が大きい自動車エンジン用ニードル
ロッカーアーム

環境貢献型商品（省エネルギー）

滑りから転がりに置き換えることによって低摩擦トルク化に

非常に大きな効果を発揮しているのは、自動車エンジンでの

動弁系ローラフォロアです。乗用車では、エンジン低中速で

の使用頻度が高く、この回転域ではエンジン全体の摩擦抵

抗のうち、動弁系の割合が大きいことが分かっています。

当社のローラフォロア（カムフォロアのローラ化）は、動弁系

の摩擦を低減する手法として、大きな省エネルギー効果を上

げています。

ローラの支持にニードル軸受を採用することによってカムと

の接触面だけでなく、ローラ内径とシャフト間も転がり接触を

させています。ローラフォロアの採用によって10モードで約3

～5％の燃費向上を図ることができています。エンジン内部

の目に見えない機械要素でありながら、省エネルギーに大き

く貢献しているのです。

■ 自動車ホイール用ハブユニット軸受による軽量化
を達成

環境貢献型商品（省エネルギー、省資源）

自動車のホイール用ハブユニット軸受は、一般の転がり軸受

と同様に、軌道輪、転動体及び保持器から構成されています。

足回りの相手部品とのユニット化の程度に

よって第一世代（ハブⅠ）、第二世代（ハブ

Ⅱ）、第三世代（ハブⅢ）と進化してきました。

長寿命化、低トルク化、組み付け容易性

などのニーズに応えながらユニット化を進め、

ハブⅠからハブⅢに変化する過程において、

自動車の1車輪当たり、300g以上の軽量化

を達成しています。当社では、コンピュータを

用いた独自技術で強度や剛性を解析し、軽

量化のための最適設計をしています。
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卓上でも扱えるマイクロマシン型研削盤

スリッパ方式 ニードルローラ方式

自動車ホイール用ハブユニット軸受の進化

ハブⅠ ハブⅡ

ハブⅢ

ニードル軸受 

エンジン 
カムシャフト 
 

低摩擦トルク化：回転の抵抗となる要因をできるだけ小さくすること
動弁系：エンジンの給排気弁運動とカムシャフト駆動に関係する部位の総称
カムフォロア：カムの案内形状に接して追従する回転体

ニードル軸受：細長いコロを用いて、外径が小さな割に大きな荷重を支えられ
る転がり軸受

用語解説

ここで車輪又は車体に固定される

ここで車体に固定される

ここで車輪に固定される

商品紹介

一層の軽量化達成
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■ 有害物質使用ゼロの製品づくり目指す
完全非磁性チタン合金軸受、リニアガイド

環境貢献型商品（クリーン）

電子ビームを使用する顕微鏡や微細化が進む半導体製造

装置では、使用する部品材料自体のわずかな磁場が問題と

なるため、完全非磁性が求められています。

従来はベリリウム銅が使用されていましたが、人体への有害

性が指摘されています。当社では、これに代わる材料としてチ

タン合金を使用した軸受、リニアガイドを開発しました。独自の

材料成分と熱処理方法により、優れた耐摩耗性と完全非磁

性を実現し、有害物質使用ゼロの製品づくりを目指します。

■潤滑油漏れによる汚染防ぐルブガード®ベアリング
環境貢献型商品（アメニティ）

一般に軸受の潤滑には、グリースや潤滑油が使用されて

います。軸受の回転に伴って初期に充填されたグリースなど

の潤滑油が漏れ出し、機械周りが汚染され、問題となること

があります。このため、潤滑のクリーン化のニーズが高まって

きています。

これらのニーズに対応すべく当社では、長時間にわたって

微量の潤滑剤を供給する｢固形油｣を転がり軸受に封入した

ルブガードベアリングを開発しました。

｢固形油｣とは、潤滑油と親和性の高い合成樹脂から構成

されており､潤滑油が50％以上も含有されています。このよ

うな性質によって、長時間にわたり潤滑油が徐々に染み出

して安定した潤滑が可能となります。機械に水や液体がか

かったり、塵埃でグリースが流失しやすい環境や、潤滑油や

グリースによる汚染を嫌う用途に、同製品は幅広く使用され

ています。

電子ビーム：小さい領域に集束する多数の電子の流れで、露光装置や各種分
析装置に用いられる（電子線）
ベリリウム銅：ベリリウムを小量含む銅合金

ウェハ：シリコンの単結晶を薄くスライスして研磨されたもので、IC基板に使用
される。

用語解説

用途例：電子ビーム露光装置

チタン合金軸受、リニアガイド

ニーズ 用途

環境汚染防止
鉄鋼設備、建設機械、農業機械
製紙機械、食品機械

水で流出しない 洗浄機械、洗浄ライン

給脂期間延長
搬送ライン、工作機械
（鉄鋼・製紙設備）

ルブガード®ベアリングの用途

環境汚染防止に対応するルブガード®ベアリング

電子レンズ 

電子銃 

アバーチャー 

偏向器 

ウェハ 

移動ステージ 

リニアガイド 

軸受 

非磁性 環境問題 

導電性 耐食性 軽量 

顧客ニーズ 

軸受 リニアガイド

1mm
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■ 3Rの徹底で廃棄物ゼロへ
3R（Reduce：発生抑制、Reuse：再使用、Recycle：リサイ

クル）の徹底を通じて、埋立処分される廃棄物をゼロに近づ

け、さらにリサイクル率を向上させることに取り組んでいます。
●リデュース（Reduce：発生抑制）

製品の加工条件の見直しや生産工程の改善による歩留

まり向上
●リユース（Reuse：再使用）

副資材等の再使用
●リサイクル（Recycle）

排出物のリサイクル性改善、リサイクル用途の開拓

■ 全工場ゼロエミッションを達成（2002年度）
2001年度にゼロエミッションを達成した工場で、その達成の

ために効果のあった対策を未達成の工場に展開し、効率的

に対策を進めました。その結果、滋賀工場石部プラント、

NSKプレシジョン（株）前橋精機プラント・桐原精機プラント、

NSKステアリングシステムズ（株）が新たにゼロエミッションを

達成し、これにより、全工場がゼロエミッションを達成しました。

また、リサイクル率も2001年度実績から約2％向上して94％に

達しました。

廃棄物・リサイクル対策

製 造

2001年度にゼロエミッションを達成した4工場に加え、2002年度に新たに4工場がゼロエミッションを達成
し、これにより全工場がゼロエミッションを達成できました。また、リサイクル率も約2％向上し、94％に達
しました。

ゼロエミッション：直接埋立処分量が総排出量の1％以下と定義。
ただし、廃棄物処理法に定められる埋立基準を満たすために行われる中間処理
（脱水、破砕、圧縮等）後の埋立ては、直接埋立てに含めるものとします。

対象には、金属等の副産物、廃油・汚泥等の産業廃棄物、紙くず・木くず等の
事業系一般廃棄物を含めています。

用語解説

旋 削 
 
 

熱処理 
 
 

研 削 
 

包装・出荷 
 
 

組み立て 
 
 金属くず 

破砕 

製鋼原料 

切削油 

再生油 

焼入油 

再生油 

洗浄液 

長寿命化、 
蒸発濃縮 

燃料として利用 

研削くず 

研削取代削減、 
ブリケット化 

製鋼原料 

研削液 

蒸発濃縮 

燃料として利用 

廃砥石 

再生砥粒、耐火材 

油泥 

セメント原料 

洗浄油 

工程間での転用、 
燃料化 

再生油 

グリース 

燃料として利用 

空き缶等 

製鋼原料 

紙くず 

製紙原料 

木くず 

パレット補修 

ボード原料、燃料化 

廃プラスチック類 

変形ポリ箱修正 

ポリ箱リサイクル、 
燃料化 

取
り
組
み 

社
内 

長寿命化、 
工程間での転用 

紙くず、雑芥等 

廃液等 

総排出量 27,805t

焼却 
700t (2.5%)

リサイクル 
26,254t （94.2%） 

再使用量： 98t  
再生利用量： 24,043t 
熱回収量： 2,113t

減量化（水処理等） 
790t (2.9%)

廃砥石、 
不燃ごみ等 

埋立て 
61t (0.2%)

リサイクル内訳 
金属くず、 
研削くず等  80.7% 

廃油 11.4% 

紙くず 3.2% 

廃プラスチック類 1.7% 

木くず 1.4% 

汚泥 0.8% 

その他 0.8%

製造工程における排出物と3Rの取り組み

●材料切断 ●形状加工 ●焼入れ焼戻し

内輪
連続熱処理炉

●軌道面
超仕上

完成品●側面研削 ●外、内面研削
●軌道面研削

●ボール挿入 ●保持器挿入
●洗浄 ●グリース封入
●シール、シールド挿入

■処理フロー

■軸受製造工程からの排出物と3Rの取り組み

外輪

焼入れ

洗浄

焼戻し

砥石 砥石

ボール
保持器
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1. 廃プラスチック類のリサイクル化

NSKステアリングシステムズ（株）では、プラスチック製ギア

の加工工程から油が付着したプラスチックの切削くずが発生

します。従来、油が付着した切削くずは、リサイクルすること

ができず焼却などにより処分していました。その対策として

社内に遠心脱油装置を導入し、油を除去する取り組みを進

めました。脱油された切削くずは固形燃料としてリサイクルし、

さらに回収された油分を再使用することにより、資源の有効

利用の面からも効果を上げました。

研削液：金属などを研削加工する際、発生する加工熱を冷却するために使用
する冷却用油剤

ブリケット化：綿状の研削くずを製鋼原料としてリサイクルするための加圧によ
りこぶし大程度の大きさの固形物（ブリケット）に加工すること

用語解説

排水処理施設･オフィス･その他（全体） 
 

汚泥 

脱水 

セメント原料 

紙くず 

メール活用、 
両面使用 

製紙原料 

空き缶 

製鋼原料 

ドラム缶 

再使用 

再生ドラム 

蛍光灯 

ガラスウール 

作業服 

再生軍手 

作業手袋 

再生原料 

安全靴 

燃料化、金属回収、 
路盤材 

生ゴミ 

コンポスト化 

有機肥料 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

’90 ’91 ’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02

総排出量と埋立処分量とリサイクル率 

（年度） 
 
 

総排出量 
埋立処分量 
リサイクル率 
 

70

60

50

80

90

100

40

30

（t） （%） 

2. 研削くずリサイクルへの対策

当社で発生する産業廃棄物のうち、最大の発生量を占め

る研削くずは、主成分が鉄であるにもかかわらず、綿状で研

削時に使われる研削液が多く含まれています。そのことが、

研削くずリサイクルへのネックになっていました。そこで当社で

は、そのネック克服のため、古くからリサイクルに向けた取り組

みを積極的に進めてきました。1987年には、使い捨てカイロ

の発熱剤としての利用を試みました。またその後、樹脂との混

練によるブリケット化などの取り組みを進め、1998年までに全

量リサイクルを達成しました。

そして、さらにリサイクル効率を高めるため、社内で加圧

によるブリケット化を行い、圧搾される研削液を再使用し

ています。

■ 関連会社でのゼロエミッション対策
――7社がゼロエミッション達成

ゼロエミッションへの取り組みなど、自社工場で実施し、成

果を上げた対策を関連会社に展開しました。その結果、7社

がゼロエミッションを達成し、リサイクル率も90%に達しました。

■ 2010年までにリサイクル率98％以上へ
全工場がゼロエミッションを達成しましたが、排出量の削

減や分別排出のレベル向上などまだいくつかの課題を残し

ています。今後はこれら課題を改善し、ゼロエミッションを維

持するとともに、さらにリサイクル率を向上させ、2010年度ま

でに98％以上にすることを目標に、一層の改善を進め、循

環型社会の構築に貢献することを目指します。

関連会社の廃棄物等の内訳 
リサイクル 37,567 t 90.3％ 

減量化（水処理等） 3,264 t 7.8％ 

焼却 417 t 1.0% 

埋立処分 373 t 0.9%

総排出量 

41,621t
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2002年度のCO2排出原単位は、前年度と比較し約4％減と大きく改善しました。しかし、1990年度比で

16.8％削減という目標ガイドラインには達せず、14.8％の削減にとどまりました。

また、関連会社としてもCO2削減対策に取り組み、CO2排出原単位は前年度比1.8％減と改善しました。

地球温暖化対策

製 造

■ CO2排出原単位2010年までに23％削減
エネルギー使用の効率向上とクリーンエネルギー化により

CO2を削減し、地球温暖化防止に取り組んでいます。指標

として｢1990年度の生産高当たりのCO2排出量を2010年まで

に23％削減する｣を掲げ、以下の方針のもとに省エネルギー

活動を推進しています。
● 固定エネルギー（生産変動に比例しないエネルギー）の削減・
変動化

● 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、水資源もエネルギーの一部として捉え、使用量削減

に努めています。

■ エネルギー使用の一層の効率化図る
（2002年度）
気候条件や一部の工場での生産減が影響し、削減目標

には少し届きませんでしたが、固定エネルギー削減のため、

生産ラインの非稼働時に消費している無駄なエネルギーを削

減したり、ポンプ類のインバータ化、コンプレッサ動力削減な

どの改善を図り、省エネルギー活動を積極的に実施しました。

また、生産革新活動や製品移管による生産ラインの再編成

などによりエネルギー使用の効率化に努めています。

●NSKプレシジョン（株）前橋精機プラントは生産減等の影響を

受けCO2排出原単位が改善できませんでしたが、ESCO事業

を採択し、コージェネレーションシステムを導入してCO2排出量

の改善を図ります。コージェネレーションとは、ひとつのエネル

ギーから複数のエネルギー（電気、熱など）を同時に取り出す

システムのことです。工場は従来電力の約3分の2をカバーす

るエンジン発電機を導入し、発電時に発生する蒸気や温水

の熱エネルギーを恒温室空調、一般室空調、生産設備の

冷却などに利用し効率的にエネルギーを使用します。この内

容はNEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）に認

められ、エネルギー使用合理化支援事業に採択されました。
●藤沢工場では従来高圧空気の脱湿装置として、加熱再生

型と冷却除湿型の2種類を併用していましたが、これを1台の

冷却除湿型に更新することで効率の向上を図り、除湿時の

圧力損失を改善し圧縮空気吐出圧を下げることにより消費

電力の削減を行いました。また、従来の加熱再生用ヒータ

用電力を削減することでCO2を大幅に削減できました。

■ コージェネレーションシステムの安定稼働等に
よる温暖化防止
コージェネレーションシステムを計画どおり立ち上げ、その安

定稼働により省エネルギー化を図ります。また、今後も継続的

に固定エネルギー削減のための改善を積み上げ、燃料転換

を検討・実施し、温暖化防止を図っていきます。

ESCO（Energy Service Company）：ESCO事業者が省エネルギーに関する
包括的なサービスを提供し、その顧客が得る省エネルギーメリットの一部を報酬と
して享受する事業であり、改正省エネルギー法でも活用を求めています。

インバータ化：電気の周波数を変えることにより入力をコントロールしてパワー
を調整する。必要なパワーだけ出すので使用電力の無駄が少なく効率的な運
転ができる。

用語解説

使用エネルギー別 
エネルギー消費構成 

空調 17.4% 
コンプレッサ 17.9% 
熱処理 24.7% 
動力 32.5% 
照明 6.3% 
その他 1.2%

用途別 
エネルギー消費内訳 

電力 78.9% 
LPG 7.6% 
灯油 7.4% 
都市ガス 4.0% 
A重油 1.7% 
その他 0.4%

水使用量推移 
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CO2排出量及びCO2排出原単位の推移 

（年度） 
 

CO2排出量  自社実績 
関連会社実績 

CO2排出原単位  自社目標 
自社実績 
関連会社実績 

（t-CO2/百万円） 

（千t-CO2） 

（千ｍ3） 

注）CO2排出原単位とは､付加価値生産高100万円
当たりのCO2排出量（付加価値生産高＝生産
高－外部流出費）
購入電力のCO2排出量は対策評価として火力
発電の換算値によって算出。また、エネルギ
ー換算値は需要端の数値を採用。
LPG､灯油､A重油､都市ガス､軽油､ガソリン
CO2換算は環境省資料に基づく。

2002年度のエネルギー消費実績

4,169千GJ
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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

消費量：PRTR対象物質が反応により他物質に変化したり、製品に含有もし
くは同伴されて場外に持ち出される量

用語解説

製
品
の
ラ
イ
フ
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イ
ク
ル
に
お
け
る
取
り
組
み

当社では、有害化学物質の低減のため、さまざまな施策を実施しています。2002年度のPRTR対象物質取扱

量は、2000年度比26％削減、通常は環境に放出することのない冷媒用特定フロンは、51%削減、消火器用ハ

ロンも38%削減し、2002年度の目標を達成しました。

有害化学物質対策

製 造

■対策目標
工場の生産、運営に使用される有害化学物質の管理体

制を確立し、取扱量の削減及び代替化を計画的に進めます。
● 2005年度までにオゾン層破壊物質の全廃（特定フロン・ハロ
ン消火器）。

● PRTR対象製品を2005年度までに2000年度比50%削減。

● 塩素系加工油剤の対象製品を2005年度までに2000年度比
50%削減。

■ 有害物質の削減・代替化の推進
●オゾン層破壊物質の削減

洗浄工程で使用するオゾン層破壊物質は1994年に全廃し

ています｡2002年度の冷媒用特定フロンはターボ冷凍機と

機械のオイルクーラを代替フロンに交換し、2000年度全保

有量の51％を削減、ハロン消火器も代替により38％を削減

して目標を達成しました。
●PRTR法の対象物質の削減

2002年度のPRTR対象物質は8物質から6物質とし、取扱

量を2000年度比26％削減しました。

「PRTR対象物質の内訳」は、キシレンとトルエンで約94%

を占め、主に空調やフォークリフトの燃料に使用しています。

「排出･移動量の内訳」では、公共への排出として大気へ

の排出量は18%で、これは洗浄用溶剤、塗料及び希釈溶

剤によるものです。なお、消費量の73 %は、大半が燃焼さ

れたものです。

各工場では洗浄剤（アルキルベンゼンスルホン酸含有）を

非含有製品化、熱処理の加熱添加剤（バリウム）の使用抑

制等、合計でPRTR対象製品41製品を代替し、6.7t削減し

ました。
●塩素系加工油剤の削減

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

の2002年度の取扱量は、目標に対し少し未達成でしたが、

2000年度比で16％削減しました。品質や技術的課題につ

いてテストを繰り返し、10種類の研削液を非塩素化し、3t削

減することができました。
●使用禁止物質の源流管理

製品から製造工程で使用する資材・副資材及び梱包・包

装資材への使用禁止物質は、絶対に使用しないよう厳密

に管理し、受入れ・資材購買の段階での源流管理に努め

ています。

■ 環境品質管理体制の改善継続
PRTR対象物質及び塩素系加工油剤については、各工場

において全廃するためのノウハウを展開し、技術部門の協力

も得て目標の達成を目指します。欧州の環境規制強化等に

よりメーカに対する規制化学物質排除要求を徹底するため、

環境品質管理体制の改善を継続していきます。

16 2,047 0 0 10 2,037 0 0 2

40 3,021 379 0 0 304 2,338 0 1

63 110,549 17,412 0 0 3,410 85,427 4,300 8

224 4,010 2,025 0 0 164 1,146 675 2

227 39,555 8,719 0 0 2,936 27,900 0 5

299 782 2 0 0 0 780 0 1

特定フロンの保有量推移 

0
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目標 
実績 

51%削減 

（kg)

（年度） 
 

消火器用ハロンの保有量推移 
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PRTR対象物質の取扱量推移 

0
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26%削減 

（年度） 
 

（t)

PRTR対象物質排出・移動量の内訳 
消費量（製品） 73% 

大気への排出量 18％ 

廃棄物移動量 6% 

リサイクル量 3%

取扱量 
160t

物質番号 物質名 取扱量 大気への 水質への 下水道への 移動量 消費量 リサイクル量 使用拠点数排出量 排出量 移動量 （廃棄物） （製品）

ＰＲＴＲ対象物質調査結果（2002年度）（Kg）

*取扱量が第一種指定物質で年間1t以上、特定第一種指定物質0.5t以上を記載しています。

2－アミノエタノール

エチルベンゼン

キシレン

1.3.5－トリメチルベンゼン

トルエン

ベンゼン
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■ 大気の保全
大気に影響を与える主な設備としては、空調設備や熱処

理設備などがあります。これらの設備の燃料には、LPG、灯

油、都市ガス及び硫黄分の少ないA重油（LSA重油）を使用

し、環境負荷の低減に努めています。2002年度のばい煙測

定の結果、硫黄酸化物の排出量、ばいじん濃度及び窒素酸

化物濃度は、すべての工場で排出基準を満たしています。

■ 水質の保全
水質に影響を与える主な工程排水としては、研削及び熱

処理工程における水系乳化廃液やバレル工程の排水があ

ります。これらの工程排水の河川への環境負荷低減に取り

組んでいます。

水系乳化廃液には、排水処理が難しい界面活性剤及び

油などが含まれているため、蒸発濃縮装置を計画的に導入

しました。この蒸発濃縮装置は、減圧された蒸発缶内で廃

液を蒸発させることにより水と油に分離するもので、非常に

処理効率の高い設備です。2001年度NSKプレシジョン（株）

前橋精機プラントに導入した設備などの効果により、2002年

度のBOD排出量を2001年度に対し約69％削減することが

できました。今後も工場排水の水質の改善や排水量の削減

をさらに進めていきます。

■ 環境リスクへの対応
さまざまなリスクに対し適切に対応するため、｢企業倫理規

定｣の制定と｢危機管理委員会｣を設置しました。環境リスク

マネジメントについては、｢法遵守と事故などの未然防止｣を

基本方針に掲げ、行動指針を全社員で共有することによっ

て、システムがより有機的に機能するように体制を強化してい

ます。

◎油漏洩事故再発防止のため動作プログラムを見直し、

作業者への再教育を実施

油漏洩事故の未然防止のため、『危険物等の地下埋設貯

槽および埋設配管に関する自主基準』を定め、地下タンク及

び埋設配管などの気密試験を定期的に行っています。2002

年度は、地下タンクなど56施設について気密試験を実施し

異常はありませんでした。各工場では、事故や災害などで油

流出の未然防止を行うため、設備の日常点検や防油堤の設

置などを行っています。さらに、排出口には放流池や油水分

離装置の設置を行い、汚染拡散防止に備えています。

しかしながら、NSKニードルベアリング（株）において、研削

液一括給水ろ過装置の突発故障により研削液が河川に流

出する事故が発生しました。速やかに原因の究明を行い、

手順書などの見直しや作業者への再教育を行うとともに、動

作プログラムに診断・監視機能の付加や防護壁の設置など

の再発防止対策を実施しました。この事故を教訓としてNSK

及び関連会社において、万が一事故が発生した場合に環境

に対する影響が大きいと予測される研削液の一括給水設備

法遵守、環境リスク対策

製 造

NSKグループでは、環境関連の法律、条例及び工場の環境保全協定の遵守はもとより、重要項目については自

主基準を定め、環境リスクの低減に努めています。また、大気、水質、土壌への環境負荷を最小限に抑えるため、

さまざまな対策を実施して環境負荷の低減に努めています。

都市ガスに燃料転換した熱処理設備

廃液の蒸発濃縮装置
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などを特定し、類似設備には、動作プログラムの変更を指示

するとともに、設備の作業手順書、油漏洩未然防止策、緊急

時の手順書及び教育・訓練の実施状況の実態調査や監査

を行いました。その結果、漏洩防止対策や作業者への教育

など不十分な点がありましたので、改善対策を実施しました。

◎汚染拡散防止のため当社と関連会社で98回訓練を実施

事故などが発生した場合、環境への影響を最小限に抑え

るため、土嚢や油吸着マットなどの緊急用具の設置や訓練

の実施、並びに緊急連絡体制の整備を行っています。

2002年度は、当社及び関連会社で98回の訓練を実施し、

不慮の事故などによる汚染拡散防止に備えています。滋賀

工場大津プラントは、『機械設備の配管継ぎ手から油が噴出

し雨水側溝に流れ込み河川に流出』との想定で、河川への

オイルフェンスの敷設や浮上油の回収手順などの汚染拡散

防止と、工場内及び行政機関への連絡体制を確認する訓練

を実施しました。

■ 地域住民からの苦情
当社の工場は主に工業地域などに立地していますが、近

年、工場周辺の都市化が進み、アメニティに関する苦情があ

ります。2002年度は、排気ファンの異音、機械設備のブザー

音、油の臭いなどに対する地域住民からの苦情が10件あり

ましたが、そのための改善策を実施しました。今後も継続的

な改善を実施していきます。
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NSK（自社・分社工場）環境リスク対策の活動

全体的取り組み 

 

大気汚染対策 

水質汚濁対策 

土壌・地下水汚染対策 

項目 1970 1980 19921990 1994 1996 1998 2000 2002

関連会社監査 

熱処理の排ガス対策（オイルミスト対策） 

 

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

社内焼却炉の全廃 

遵法対策：総合排水処理設備設置（窒素・リン含） 

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 

放流口での油水分離・放流池の設置・監視 油膜検知器等検討監視体制強化 

遵法監査 社内測定による監視強化 パフォーマンス監査 システム監査 

危機管理委員会 

トリクロロエチレン・1.1.1ー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 

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：土壌汚染調査完了・浄化対策 

緊急時のオイルフェンス敷設訓練
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■ 対策方針
1. 輸送にかかる環境負荷低減（CO2、NOX、PM排出量

の低減）
●製品物流と調達物流の融合による積載効率の向上
●共同配送、ミルクラン等の導入による走行距離・車両台数

の削減
●エコドライブの推進と低公害車への転換

2. 梱包・包装にかかる環境負荷低減
●梱包・包装資材の3R推進（リデュース、リユース、リサイクル）
●ポリ箱リサイクルの運用見直し

3. NSKロジスティックス（株）における環境活動
●環境管理委員会による総合物流対策
●ISO14001認証取得の推進

■ 輸送にかかる環境負荷低減
●調達物流の取り組み

従来は、製品物流、いわゆる拠点間輸送（社内物流）や

ユーザへの輸送（納品物流）を中心に、より効率的な輸送を

するための継続的改善を行っていました。近年はサプライヤ

からの調達物流を製品物流網へ融合することにより、当社

及びサプライヤ全体の効率化を図る努力をしています。具体

的には、製品物流を担う当社物流関連会社を安価に利用し

てもらう企画提案や、当社が輸送費を負担して部品や材料

を引取りにいく方式を実施し、ルートの統廃合や積載効率

の向上を図っています。滋賀工場のハブユニット軸受部品

や藤沢工場のころ軸受部品を中心に順次展開しています。

■ 梱包・包装にかかる環境負荷低減
●容器梱包のリターナブル化

国内の通い箱に加え、輸出入品の梱包においてもリター

ナブル化を推進しています。昨年から取り組んでいる豪州

への輸出向けハブユニット軸受に加えて、ジャカルタ工場か

らの小径軸受の輸入品についてもポリ箱によるリターナブ

ル化を進めています。
●返却容器包装の分別管理

近年は環境対策によりお客様からの容器・包装副資材

の返却が増える傾向にあります。これらの物流分野での廃

棄物の増加に対応し、ロジスティックスセンターでは分別管

理を徹底し、出荷元の生産工場へ返却することにより、再

利用を促しています。

■ NSKロジスティックス（株）
2003年度中のISO14001認証取得を目標

●工場出荷から客先納入までの物流を主に担うNSKロジス

ティックス（株）では、環境管理委員会を立ち上げました。

環境負荷低減活動を効率的に実施していくため、2003年

度中のISO14001認証取得を目標に、環境マネジメントシス

テムの構築を進めています。

PM：ディーゼル車から排出される粒子状物質
リターナブル化：製品納入後に不要とする容器包装を削減するため、段ボール
包装をポリ箱などに変更し、ユーザから回収し繰り返し使用する取り組み

ミルクラン：複数の積荷発送元や輸送先の間を輸送便を循環運転する、牛乳
配達のような輸送方法、発送元と輸送先を往復する輸送に対し、走行距離や
便数を削減し、環境負荷を低減することが可能です。

用語解説

物流対策

物 流

引取りによる部品調達

従 来 対策後 

ミルクラン 

ミルクラン 

NSK福島 
 

a社 b社 

A 社 

B 社 

C 社 

サプライヤ 

a社 b社 

藤沢工場 

NSKステアリング 
システムズ 

埼玉工場 

NSK福島 
 

藤沢工場 

NSKステアリング 
システムズ 

埼玉工場 
A 社 

B 社 

C 社 

サプライヤ 

サプライヤ 
（加工メーカ） 

サプライヤ 
（加工メーカ） 

製品物流 

環境物流部会を中心に、物流関連会社でISO14001認証取得を進めるなどの総合的な物流対策や、工場にお
けるサプライヤからの調達物流に対する改善活動を行っています。2002年度は物流効率の向上により、生産
高当たりのCO2の排出量を、2001年度に比べ6.7%削減することができました。

サプライヤA社、B社、C社から当社の各事業所及び加工メーカまで、それぞれ個別の輸送便により、部品や材料が供給されていました。ここにミルクランを導入し1
便に統合しました。また、立地条件によりミルクランのルートから外れた事業所に対しては、既存の製品輸送便での混載輸送に変更しました。さらに加工メーカ2社
に対しミルクランを導入し、当社事業所を中継して、サプライヤからの材料輸送と、加工メーカから当社への部品輸送を統合しました。
この結果、9ルートあった一方向の輸送便を、2ルートのミルクランと2ルートの製品輸送便に統合し、輸送効率を向上させることができました。
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■ グリーン調達・グリーン購入の推進
当社の枠をこえて、循環型社会の構築に貢献するため

グリーン調達・グリーン購入の取り組みを進めています。

グリーン調達（原材料・部品・資材等）
●原材料・部品、資材、包装材料などについての環境負荷

削減
●有害化学物質管理強化の促進
●お取引先への自主的取り組みの働きかけ

グリーン購入（一般購入品）
●購入品の環境負荷削減
●従業員の環境配慮に対する意識高揚

■「NSKグリーン調達基準書」の改定と関連会社
への展開
日本国内におけるPRTR法の施行、欧州におけるELV指令

やRoHS指令など、各国で有害化学物質の使用とその情報

提供に関する規制が強化されつつあります。当社では、この

動きに対応するため、2001年度に発行した「NSKグリーン調

達基準書」を改定し、調達品やその製造工程での有害化学

物質管理と、その情報提供に関する項目を強化しました。

2002年度は、環境に配慮した製品づくりを網羅的に進め

るため、自社部門に加えNSKブランド製品を製造する関連

会社より、253社のお取引先に改定した「NSKグリーン調達

基準書」を配布し、当社の要求事項へのご協力と情報の提

供をお願いしました。その結果、203社（86％）のお取引先

から回答があり、環境への取り組み状況の自主評価では、

「優先取引」が83％、「要改善」が17％でした。

■ OA機器のグリーン購入品への切替えと低公害車
の採用
2001年度に発行した「NSKグリーン購入

ガイドライン」に従って、グリーン購入の範囲

拡大に努めました。その結果、2002年度に

更新したパソコン922台、プリンタ102台、コ

ピー機20台など、すべてのOA機器をグリー

ン購入品に切り替えました。また自動車では、

更新対象の12台のうち、該当車種に低公害

車がない特殊仕様車1台を除く11台を低公

害車に切り替えました。さらに、グリーン購入

の実践を全従業員に周知させるため、2002年

12月に発行した社内報でPRを行いました。

■ 電子調達によるグリーン購入推進
本社部門では、事務用品の調達を電子調達に移行する

のに合わせ、グリーン購入品を標準とする商品選定メニュー

をweb上に作り、グリーン購入をいっそう推進させました。メ

ニューでは、ファイルや文房具など57種類の商品をグリーン

購入品として登録し、優先して購入するようにしています。

この結果、2002年度に本社部門が購入した事務用品の約

61％がグリーン購入品に切り替わりました。

■ グリーン購入の徹底・実施範囲の拡大とお取引先
への啓蒙
一般購入品のグリーン購入については「NSKグリーン購入

ガイドライン」の内容を拡充するとともに、従業員への周知徹

底を図り、実施範囲の一層の拡大に努めます。

また、お取引先にも環境に配慮した製品づくりを一層進め

ていただくため、今回の調査を通じて、特に改善が必要と思

われるお取引先に、改善の実施を働きかけます。

製
品
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
取
り
組
み

グリーン調達

調達

当社では、有害化学物質管理強化への対応を図るため、「ＮＳＫグリーン調達基準書」を改定し、お取引先253
社（全購入金額の93％）に配布してご協力を働きかけました。
また、一般購入品のグリーン購入を推進し、延べ1055台のＯＡ機器、11台の自動車等をグリーン購入品に切
り替えました。
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■ 本社における環境保全活動の推進
本社部門においては、以下のような環境保全活動を推進

しています。
●環境保全への意識向上…教育､啓蒙活動の推進。
●資源の有効利用…用紙使用量の削減、廃棄物の分別、

省エネの推進。
●グリーン購入の推進。

■ 環境教育・啓蒙活動
（2002年度）

●教育カリキュラムに「環境教育研修」を組み入れ、新入社

員（64人）を対象に地球環境問題に対する環境動向・環境

ISO（ISO14001）への理解・当社の環

境活動に必要な環境対応な

どの教育を実施しました。
●イントラネットを活用した情

報発信として「ECOニュース」

を年6回発行し、情報共有

と意識向上に努めています。
●本社ビル内巡回点検として

「グリーンパトロール」を年2回実

施し、年末には、本社内の「中央

安全衛生委員会の4S自主診断」

と合同で巡回点検を実施しました。

本社ビル内の各職場をグリーンオフィス部会推進委員が、

用紙やゴミの分別状況などを点検用紙によりランク評価し、

指摘事項を各職場にフィードバックしています。

点検時には、用紙分別回収箱､ゴミ分別容器、用紙裏

面利用BOXの中まで細

かく分別状況を確認し、

洗い出した指摘内容を各

職場の所属長へ報告及

び適正分別の意識付け

を図っています。

☆用紙分別排出

OA機器のそばに「用紙裏面

利用BOX」を設置していま

す。また、「用紙の3段式分

別回収箱」を用意し、白紙

（コピー用紙・OA用紙）とミッ

クスペーパーの2種類を機密

書類と一般書類に分け方を

表示して分別しています。

☆ゴミ分別排出

「指定のゴミ分別容器」を用

意し、資源ゴミ・可燃物・不

燃物・ビン、缶､ペットボト

ル・生ゴミの5種類に分け、

ゴミ内容表示しています。

■ 用紙使用量の削減
日常の業務の中で多くの紙資源が消費されています。コ

ピー用紙の有効利用や電子帳票の導入などオフィスのペー

パーレス化にも積極的に取り組んでいます。

2002年度の用紙使用量は目標の2001年度比10％削減

を上回り15％削

減できました。ま

た、機密書類と

一般書類の分別

排出の徹底によ

り大きなコストダ

ウンを図ることが

できました。
●分別排出の徹底
●両面コピーの積極的利用
●機密情報に配慮しながらミスコピーや使用済み用紙の

裏面の積極利用
●会議時の紙資料配付の見直し
●社内通知や手続きの電子化
●電子帳票システムの導入

■ 環境保全活動の一層の定着化
環境保全に対する取り組みの定着化を進めるとともに､支

社などの自社ビルについても水平展開を目指します。

当社では、本社ビル内に2001年に発足した「グリーンオフィス部会」を中心に、環境保全のためのさまざまな

施策を立案し、活動を展開しています。2002年度の用紙使用量は目標の2001年度比10％削減を上回り

15％削減できました。

本社ビルでのグリーンオフィス活動

オフィス

用紙の使用量実績推移 
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環境

ＮＳＫが社会から信頼されるブランドであり続けるために、

社員ひとり一人が意識を高めながら、

積極的な環境保全活動や社会貢献活動を継続的に展開しています。

また、取り組みの姿勢や活動の内容をより深くご理解いただくため、

情報公開を進めています。

環境教育

社会貢献活動

環境コミュニケーション

社会性への関わり
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環境教育・啓発活動
● 階層別教育として、自社及び関連会社の経営トップ層を

はじめ、一般社員に至るまで環境動向、環境知識の習得

及びそのための技術の習得を徹底して行っています。

本社では、教育カリキュラムに環境教育を組み入れ、新

入社員教育研修では、なぜ環境への取り組みが必要な

のか、当社の環境への取り組み､環境報告書を読む上で

のポイントなどを分かりやすく説明しました。

2002年度の環境教育に関する受講人数と回数

教育の種類 受講人数 回数

①環境分野の法規制の遵守徹底を
図るための教育 2,057 3

②環境意識の向上を図るための教育 6,067 43

③環境監査審査員など環境に関する
資格取得を目的とした教育 34 30

④環境配慮設計・グリーン購入に
関する教育 347 6

● 当社の営業部門を担当するNSK販売（株）では、定期的

に行われる営業会議の場で「2002年度環境報告書説明

会」を開催しました。説明会ではNSKの環境保全の取り

組み状況と営業部門の役割を説明し、一層の取り組みを

依頼するとともに、NSK製品の環境貢献について改めて

説明し、環境面からのユーザニーズへの対応により、自動

車や家電、産業機械などを通して環境負荷低減に役立つ

よう、営業部門の認識向上を図りました。

● 各工場では、自分たちの環境に対する取り組みを月ごと

にまとめた「環境月報」を発行しています。部会活動や環

境パフォーマンスデータ及び環境トピックスなど各工場独

自の特色を生かした内容で、従業員の啓発活動にも利用

しています。

環境教育
環境保全に関する取り組み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、社員に向けて継続的な環境教育や啓発活動を実施しています。

● 社員に対しては、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、海外社員向けには､英

字の「NSK NEWS LETTER」で環境貢献型商品や環境

への取り組みについて紹介しました。

● 一般雑誌「ナショナル ジオグラフィック日本版」に載せた

環境広告が好評でしたので、この広告をモチーフに環境

管理部と広報部では、社内啓発用の環境ポスターを製

作しました。ベアリングをはじめとする当社の製品の一

つひとつは、機械の滑らかな動きを支え、摩擦によるエ

ネルギーのロスを減らし、省エネルギーに貢献する環境

を支える製品です。その製品を扱う一人ひとりが環境保

全の重要性を認識し、環境保全活動を実践することによ

り、その一つひとつは小さなことでも、すべてを合わせ

れば、計り知れない効果が生まれます。このポスターを

各職場に掲示し、できることからの環境保全活動を喚起

しています。
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社会貢献活動
当社は環境方針を基に、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ために、
社会貢献活動を積極的に展開しています。

26回の清掃ボランティア活動を実施
各工場では､地域に根ざした企業活動を目指すという当

社の基本理念をかたちにするため、工場周辺のゴミ拾いや

清掃ボランティア活動として、石部町クリーンキャンペーンや

クリーン埼玉活動等に積極的に参加しています。実施回数

は26回でした。

約200人が参加し、好評を博した工場見学会
（オープンハウス）
2002年9月7日、滋賀工場大津プラントでは毎年恒例の『大

津デー』が開催されました。従業員の家族や近隣住民及び

協力企業の方々に工場の生きた姿をご覧いただくための工

場見学会（オープンハウス）も企画され、家族揃っての現場見

学では、当社係員の説明に真剣に耳を傾ける親子や不思

議そうに機械・装置を覗き込む子供たちが多く、約200人の

参加者には好評でした。

盲導犬育成活動の支援を通じ、視覚障害者に貢献
（日本精工福祉基金）
日本精工福祉基金（ふれあいクラブ）は、「コーヒー1杯分

の善意を集めよう」と1995年に始まり、地域のボランティア活

動の支援や企画をしています。この趣旨には全社員6,438人

のうち3,688人が賛同しています。
● 財団法人「日本盲導犬協会」に法人会員として入会し、賛

助金を寄付しています。全国に約16万人いるといわれる

1･2級の視覚障害者の中で、すぐに盲導犬を必要としてい

る人が約4,700人います。しかし、盲導犬の実働数は875

頭(平成13年3月末)で、視覚障害者にとって、とても十分な

数とはいえません。このような実情を考慮し、視覚障害者

福祉の一助としての盲導犬育成活動を支援しています。
● 世界の恵まれない子供たちのために､財団法人「日本ユ

ニセフ協会」やNPO法人「日本救援衣料センター」に援助

金として寄付を行いました。

開発途上地域・日本国内の自然保護活動に支援
（財団・基金への寄付活動）
●「経団連自然保護基金」を通じて、NPOやNGOなどが実

施するアジア太平洋地域の開発途上地域における自然保

護や日本国内の自然保護活動への支援を行っています。
● 1981年に当社とその関連会社が出資し財団法人「メカトロ

ニクス技術高度化財団」が設立されました。メカトロニクス技

術の飛躍･発展を望み､機械技術の高度化を図り、国民生

活の向上に寄与することを目的として国内の大学、研究機

関等の研究課題に助成をする等の活動を支援しています。
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海外における地域貢献
● ジャカルタ工場では、ベアリングの生産活動を通じて地域

の活性化に貢献し続けていますが、教育や文化などの面

でも独自の活動を展開しています。

例えば、近隣の小中高等学校20校余りを対象に奨学

金制度を設け、インドネシアの将来に向けた人材育成活

動に貢献しています。また、インドネシアの国教、イスラム

教の行事のひと

つである犠牲祭

（IDULADHA）の

際には、募金活動

や犠牲祭用の山

羊の寄贈をするな

どして、地域貢献

に努めています。

● 2002年夏、ドイツ東部､チェコ、ハンガリーなどで異常気象に

よる大洪水が発生し、各地に大被害をもたらしました。「千年

紀の大洪水」と呼ばれたこの非常事態に対して、ドイツNSK

でも社員からの募金や会社からの寄付金などが寄せられま

した。そして、これ

らの救援金はドイ

ツのグリマという

町の小学校に贈

られることになり、

2003年1月に校内

で贈呈式が行わ

れました。

環境報告書を三重県の｢第1回日本環境経営大賞｣
環境経営部門―応募
環境報告書は、当社の環境コミュニケーションの中核とな

るもので、企業活動に伴う社会的責任について、環境に関

することだけでなく、幅広い

分野について掲載していま

す。なお、2002年度環境報告

書を三重県の｢第1回日本環

境経営大賞｣―環境経営部

門―に応募したところ、日本

環境経営大賞表彰委員会か

ら「経営トップのコミットメント

が明確であり、パフォーマン

スの内容も充実しています。

環境コミュニケーション
環境保全活動に対する継続的な取り組みと改善を進め、当社の姿勢や活動をより深くご理解いただくため、
さまざまな方法を通じて環境情報を公開しています。

ホームページ上で双方向のコミュニケーション図る
当社では、1998年から環境の改善に対する取り組みにつ

いての情報をホームページからも提供しています。

2002年度は、ホームページをリニューアルし、内容を充実

させるとともに、最新の活動情報を提供しています。また、

一方的な情報発信

にとどまらず、双方

向のコミュニケー

ションを図るため、

ご意見・ご提言な

どの受付けを行っ

ています。

● 2003年3月、第1回「中日友好NSK機械工学優秀論文賞」

授賞式が中国の清華大学にて行われました。

「中日友好NSK機械工学優秀論文賞」は、機械工学専

攻分野での基礎研究に対して独自の貢献や成果を挙げ

た研究者や学生の功績を称え、研究を奨励するため、

当社が設立したものです。毎年、機械工学を課題とする

優秀論文を発表した在学大学院生及び博士10人に授与

されます。

授賞式には清華大学から副学長が、当社からは関谷会

長をはじめ、アジア地区の責任者らが出席しました。式

後には当社基盤研究所エグゼクティブ・チーフエンジニア

が学術講演を行いました。
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会社の姿勢がよく伝わってくる実践内容で、洗練されたシス

テムを構築しようとしていることが窺えます。その取り組みは

特筆すべき内容であり、今後の成果の積み上げを期待しま

す」と評価されました。

環境広告で環境保全への最大限の努力を宣言
「ナショナル ジオグラフィック日本版」は、自然から科学、歴

史・地理まで、地球に関わるすべてをテーマに取り上げるビ

ジュアル月刊誌です。その裏表紙に年2回の環境広告を載せ

ています。2003年2月号に、釣りをしながら環境について語

り合う親子のほほえましい姿を撮った写真を載せました。

この広告ではNSKが「環境を支えるブランドでもありたい」

との願いから、環境保全への最大限の配慮を行うと同時に、

環境保全活動を創出する企業としての認識を高め、あらゆる

局面で努力を続けることを宣言しています。

シカゴで開催のIMTS2002(International
Manufacturing Technology Show）に出展
9月4日から11日までの8日間、米国イリノイ州シカゴのマコー

ミックプレスにてIMTS2002が開催され、当社も出展しました。

当社ブースのコンセプトは“Machine Solution”で、メンテナン

スフリー・高速性・高精度・高防塵の切り口で工作機械の抱

える問題に解決策を提供するものとしました。

NSK K1シリーズを中心とした高速工作機械用HMCボー

ルねじ、LAリニアガイド、スーパーロングリニアガイド、高防塵

シール、新製品の精密転造ボールねじ、トランスライド、新製

品のYSBモータをはじめとしたメカトロ製品、スピンドル用の

精密軸受を展示しました。

なかでも、高防塵シール付ボールねじ・リニアガイドによ

る木くず環境デモ機や精密転造ボールねじ・トランスライド

による異物環境デモ機に対しては、多くの方々が関心を示

していました。

とてもよくできている環境報告書だと思います。理念も

しっかりと表示されており、テーマの示し方もわかりや

すかった。1ページごとの図・文章・表の配置が少し見

づらかったです。

『23歳女性』

全般として、環境報告書作成ガイドラインに準拠し、非常

に評価できる。今後弊社もお手本として見習っていきた

い。他社の報告書で、取り組みの記載の少ない、環境

会計や環境コミュニケーションも充実している。

『30歳男性』

紙が厚くページが開きにくい。環境配慮型設計のページ

での説明が分かりにくい。図や写真を使っているがどの

くらい配慮されているのかピンとこなかった。

『52歳男性』

文字情報が多く「若干堅いかな」といった感じはしまし

た。好感の持てる誌面づくりです。

『39歳男性』

サイトレポート、グループ企業レポートを添付されてい

るのが良いと思いました。コンパクトにまとまっていて、

この程度の情報量なら、私たちでも読めます。今後も、

市民にとっつきやすいサイトレポートを提供してくださ

い。なお、サイトレポートには、地域住民とのコミュニ

ケーションの結果として、苦情や市民側からの意見な

どが記載され、どのように調整していったかがわかる

と、もっと、いいですね。

『57歳女性』

高齢ですので、活字が小さく薄くて読みづらかったです。

『75歳男性』

環境報告書2002についてのアンケートにご回答いただいたご意見ご感想のうち、

主なものを掲載させていただきます。

読者からの
ご意見ご感想

ご意見ご感想ありがとうございました。皆様のご意見ご感想は、今後の環境保全活動に反映できるよう参考と

させていただきます｡今後ともよろしくお願いします。
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「人命第一」を基本に危機発生時の指針を決めた
「危機管理基本方針」
当社は、グループ全体の危機管理のために、「危機管理委

員会」を発足させ､「危機管理基本方針」を策定しています。

世界同時不況や国際情勢の緊張など、企業内外のさまざま

なリスクに対し、危機を未然に防止するとともに、発生時の

損害を極小化することを目的としています。

「危機管理委員会」は取締役会に直結した組織として、

NSKグループに及ぼす重大なリスクを経営レベルで統括し

ます。危機発生時には、本委員会の下に危機対策本部を設

置し、指揮を執ることになります。

「危機管理基本方針」は、各部署で個別に展開される

「NSK危機管理マニュアル」の総則となります。「人命第一」

を基本的な考え方とする行動基準や緊急事態への対応な

ど、危機発生時の指針を取り決めています。

高い倫理性をもった企業活動の実現
危機の中には、テロや自然災害だけでなく、企業が不祥

事を起こしブランドイメージを失墜させることも含まれます。昨

今、企業の不祥事が多発し、企業としての資質が問われる

時代になってきました。当社においても、事故や不祥事を未

然に防ぐために､役員及び従業員が守るべき基本的法令の

項目を明確にし、グループ全体で共有することで、高い倫理

性を持った企業活動を実現するための「NSK企業倫理規定

（コンプライアンス）」を策定しています。

また、法令遵守のための行動指針として、独占禁止法の

遵守、インサイダー取引の禁止、知的財産の取扱いなどの14

項目を取り決め、具体的な罰則規定と相談窓口（ヘルプライ

ン）の設置も行っています。

「NSK行動指針」は役員及び従業員が日々の事業活動に

おいてどう行動すべきかを明確にするために制定したもの

で、以下の6点を基本方針としています。

この当社グループ全社員共通の行動指針に基づいて、営

業､生産物流、技術開発、環境、調達そして情報など、各部

門ごとに行動指針を細かく定めています。

次代のビジネスリーダーを継続的かつ早期に育成の
ため「NMS(NSKマネジメントスクール)」を創設
当社は、「人材は人財である」という考えに基づいて、多

角的なヒューマン・リソースの育成と活用を目指し、従来の

経営幹部育成制度を再編成、2003年度に新しく「NMS

（NSKマネジメントスクール）」を設立しました。①マネージャ

ー･コース、②ゼネラル・マネージャー･コース、③エグゼクテ

ィブ･コース、④グローバル・オフィサー・コースの4つのコー

スを設け、それぞれ異なるレベルの従業員を対象に、期間

を約半年に限定して特定課題に取り組みます。グローバル

な経営知識とキャリアを持った次代のビジネスリーダーを継

続的かつ早期に育成することにより、当社グループのグロ

ーバル展開の拡大及び分社経営の加速を、「人」の面から

バックアップしていきます。

社会性への関わり
社会的責任を果たすことは、幅広いステークホルダー（利害関係者）の信頼を得ることにつながります。そのため
には、社員一人ひとりが企業倫理に徹した行動をとることが不可欠と考え、さまざまな施策を展開しています。

• NSKは、
企業価値を高め、世界最高のブランドを目指します。

• NSKの社員は、
顧客第一に行動します。

• NSKの社員は、
NSKブランドの誇りを持って行動します。

• NSKの社員は、
株主に対する意識を持って行動します。

• NSKの社員は、
グローバルNSKを担う一員として、自覚を持って行
動します。

• NSKの社員は、
企業市民として、高い倫理観のもとに行動します。
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各サイトにおける

NSKでは各事業拠点だけでなく、

グループ企業、生産関連会社においても、『オールNSK』として

同一のスタンスで環境負荷低減に取り組んでいます。

自社・分社工場における取り組み

滋賀工場石部プラント

埼玉工場／NSKプレシジョン株式会社 埼玉精機プラント

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 桐原精機プラント

グループ企業における取り組み

NSK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

信和精工株式会社

NSKマシナリー株式会社

NSKロジスティックス株式会社

海外における取り組み

南米 NSKブラジル社 スザノ工場

データ集
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水質
項目 規制値 自主基準 実績
pH 6.0～8.5 6.3～8.3 7.2
BOD（mg/l） 70 50 3.8
COD（mg/l） 70 50 6.7
浮遊物質（mg/l） 90 70 3.5
油分（mg/l） 5 4 0.1
窒素（mg/l） 40 30 2.0
リン（mg/l） 2 1.6 0.1
● 放流先 河川（野洲川）

大気
項目 ばい煙発生施設 規制値 自主基準 実績

NOx（ppm） ボイラ 150 120 73
金属加熱炉 該当設備なし

ばいじん（g/m3N） ボイラ 0.1 0.05 0.02未満
金属加熱炉 該当設備なし

SOx（K値） ボイラ 8.76 5 0.1未満
金属加熱炉 該当設備なし

NOx、ばいじん、SOxの実績は複数の対象施設の最大値を示す

PRTR対象物質排出量・移動量等の集計 （Kg）

物質番号 物質名 取扱量
大気への排出量 下水道への移動量 消費量（製品）
水質への排出量 移動量（廃棄物） リサイクル量

63 キシレン 11,181 3,813 0 6,109
0 0 1,259

224 1.3.5 -トリメチル 2,436 1,706 0 55
ベンゼン 0 0 675

取り組み状況
石部プラントは、周囲に比良､田上､信楽山系、工場下流に

野洲川、琵琶湖を控えており、緑と水に恵まれた自然豊かな

環境の中にあります。したがって、その環境を保全し、調和

を図っていくことは、同プラントが事業活動を進める上で欠

かせない重要な要素のひとつです。近年、工場の周辺には

住宅地が開発され、敷地周辺にまで民家が迫ってきており、

これまで、さほど問題にされなかった騒音、振動、臭気など

についても十分な配慮が必要になってきています。

コミュニケーションを図り、地域との共生を目指す
環境問題がクローズアップされるようになってきた昨今、工場周辺

の清掃活動の実施、地域自治会役員との懇談会による情報開示、

地域の方への工場見学の実施などにより、企業の環境に対する姿

勢、取り組みを明確にしながら滋賀工場独自の環境報告書を作成

し、取引先、近隣住民の方に配布するなどして、地域とのコミュニケ

ーションを図っています。

リサイクル化の確立により、ゼロエミッションの達成
廃プラスチックの硬質物はこれまで埋立処理をしてきましたが、

RDF（固形化）することにより、リサイクル化し、リサイクル率向上に寄

与しました。このほかに廃砥石のリサイクル、使用済み作業服、軍手、

安全靴、ビニール手袋のリサイクル化の確立によりゼロエミッションを

達成することができました。

止水門を遠隔操作可能な電動バルブ式に変更し、
緊急時に対応
毎年1回、工場敷地内外への油の流出を想定して緊急時の環境

総合訓練を実施しています。ここ2年は敷地内から外部へ油が流出

したことを想定して、訓練及び手順のテストをしてきましたが、その結

果、最終放流池の止水門の安全性、作業性が反省点として挙げら

れました。そこで、止水門の方式をハンドル式から電動バルブ式に

変更することにより遠隔操作を可能にし、対応時間の短縮、池への

転落回避などの改善をすることができました。また、照明を設置し、

昼夜を問わず緊急時に対応できるようにしました。

滋賀工場石部プラント 概要
所在地
敷地面積
従業員数
生産品種
ISO14001 認証取得

滋賀県甲賀郡石部町石部が丘1-1-1
185,330m2

956人（2003年3月末現在）
自動車用軸受、玉軸受
1998年10月

CO2排出原単位推移

リサイクル率・埋立処分量の推移

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

’01 ’02 ’03 ’04 ’05
● 実績　● 目標 
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環境管理責任者　山口 登志樹

pH：水素イオン濃度
COD：化学的酸素要求量　有機物による水の汚濁の程度を示す指標で、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　有機物による水の汚濁の程度を示す指標
で、水中の汚濁物質を微生物で酸化分解されるのに必要な酸素量

用語解説

石部中学校 

石部高校 

南小学校 

石部小学校 

滋賀工場石部プラント 



埼玉工場／
NSKプレシジョン株式会社
埼玉精機プラント

取り組み状況
当工場は自動車軸受や精機製品の製造を行っています。

製造工程には熱処理や研削があり、エネルギーや水溶性加

工油を多く使用しています。NSKグループの中でもいち早

くISO14001認証を取得し、積極的に環境保全活動を展開

しています。

コンプレッサの台数制御の最新最適化などにより、
CO2排出原単位を前年より約7％改善
高圧エアは、当工場のエネルギー消費全体の中で約2割を占め

ています。電力エネルギーの削減のためには、この高圧エアをいか

に効率的に使用するかが課題です。2002年度はターボコンプレッサ

からエンジンコンプレッサへの転換、コンプレッサの台数制御の最新

最適化、エア漏れ定期点検強化などにより、CO2排出原単位は前

年度より約7％改善しました。

ハロン1301の全廃、PRTR対象物質12％削減
オゾン層破壊物質対策として、ハロン消火器の炭酸ガスへの代替

化を進め、ハロン1301の全廃を完了しました。また、PRTR対象物質

は、研削液にPRTR対象物質を含まない製品への代替化などを行

い、製品数で１２％の削減をしました。

土壌・地下水汚染の未然防止策、計画通り完了し、
リスク軽減
土壌・地下水汚染の未然防止策として、従来から埋設配管及び

地下油タンクの地上化や漏洩防止壁の設置などを計画的に実施

し、2002年度に計画通り完了し、リスク軽減を図りました。

羽生市環境基本計画の策定にあたり、
当工場の環境管理責任者が貢献
地元の羽生市では環境問題に力を入れており、平成15年３月に

羽生市環境基本計画を制定しました。その作成にあたり当工場の

環境管理責任者が策定懇話会委員として貢献しました。

また、当工場はエコアップ宣言（環境負荷低減計画書）を公開し

ています。

概要
所在地
敷地面積
従業員数
生産品種
ISO14001 認証取得

水質
項目 規制値 自主基準 実績
pH 5.8～8.6 6.0～8.4 7.2
BOD（mg/l） 25 18 14.0
COD（kg/日）※ 5.1 4.8 2.0
浮遊物質（mg/l） 50 40 13.8
油分（mg/l） 5 4 0.2
窒素（mg/l） 60 20 10.8
リン（mg/l） 8 3 0.6
●放流先 河川（中川）

※東京湾COD総量規制

埼玉県羽生市大沼1-1
280,627m2

717人（2003年3月末現在）
自動車用軸受、CVT、精機製品
1998年9月

大気
項目 ばい煙発生施設 規制値 自主基準 実績

NOx（ppm） ボイラ 150 135 120
金属加熱炉 180 150 88

ばいじん（g/m3N） ボイラ 0.3 0.2 0.003
金属加熱炉 0.25 0.15 0.006

SOx（m3N/hr） ボイラ 1.42 0.6 0.002
金属加熱炉 1.53 0.75 0.004未満

NOx、ばいじん、SOxの実績は複数の対象施設の最大値を示す

PRTR対象物質排出量・移動量等の集計 （Kg）

物質番号 物質名 取扱量
大気への排出量 下水道への移動量 消費量（製品）
水質への排出量 移動量（廃棄物） リサイクル量

63 キシレン 12,187 3,053 0 8,774
0 5 355

227 トルエン 2,756 9 0 2,747
0 0 0

CO2排出原単位推移

リサイクル率・埋立処分量の推移
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■ 総排出量（t/年）　■ 埋立処分量（t/年）　● リサイクル率（％） 

環境管理責任者　森　充

NOx：窒素酸化物　一酸化窒素や二酸化窒素などが主なもので、ボイラなど
で燃料を燃焼すると発生します。
ばいじん：燃料などの燃焼に伴って発生するススなどをばいじんといいます。

SOx：硫黄酸化物　二酸化硫黄や三酸化硫黄などが主なもので、ボイラなどで
硫黄を含んだ燃料を燃焼すると発生します。

用語解説
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東中学校 

市民釣り場大沼 
大沼公園 水質浄化センター 

埼玉工場／ 
NSKプレシジョン（株） 
埼玉精機プラント 
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取り組み状況
NSKステアリングシステムズ（株）（旧 日本精工（株）総社

工場）は、2002年10月に分社され、EPS（電動パワーステ

アリング）など自動車部品の開発・製造を行っています。製

造工程では、NSKの中では比較的エネルギー消費量が少な

いほうですが、油性・水溶性加工油剤を多く使用しています。

環境保全活動については、2003年1月にISO14001の認

証を更新し、環境負荷の継続的改善に取り組んでいます。

リサイクル率97.2％、埋立処分率0.2％と
ゼロエミッション達成
廃棄物対策として廃プラスチックのリサイクルを集中的に進めまし

た。EPS樹脂ギアの切削工程で出る樹脂切粉は油分を多く含み、

従来は年間10t以上焼却・埋立処理をしていましたが、脱油装置を

導入することで油分を取り除き、固形燃料に全量リサイクルすること

ができました。また、切削油を回収することにより月額10万円以上の

コストダウン効果も得ました。その他、固形燃料化、原料化、サーマ

ルリサイクル（発電）等に利用できるように社内分別を強化し、ゴム

手袋の原料化や安全靴のリサイクル等を実施し、リサイクル率97.2％、

埋立処分率0.2％とゼロエミッションを達成することができました。

PRTR対象物質4製品、塩素系加工油剤2製品削減
製造工程で使用されているPRTR対象物質や塩素系加工油剤の

塩素フリー化に取り組んでおり、PRTR対象物質は4製品、塩素系加

工油剤は2製品削減しました。

また、当社の駐車場は場外の住宅地の中にあるため、今まで行

ってきた雑草処理のための除草剤散布を廃止して雑草をすべて刈

り取ることとし、地域に配慮した対策を実施しています。

環境管理責任者　武部 正臣

水質
項目 規制値 自主基準 実績
pH 5.8～8.6 5.9～8.5 7.8
BOD（mg/l） 25 24 6.2
COD（mg/l） 25 24 7.8
浮遊物質（mg/l） 50 45 3.5
油分（mg/l） 5 4 1.0
窒素（mg/l） 120 100 6.9
リン（mg/l） 16 14 0.1
● 放流先 河川（滝川）

大気
項目 ばい煙発生施設 規制値 自主基準 実績

NOx（ppm） ボイラ 180 150 100
金属加熱炉 該当設備なし

ばいじん（g/m3N） ボイラ 0.3 0.2 0.01未満
金属加熱炉 該当設備なし

SOx（K値） ボイラ 17.5 8 0.02未満
金属加熱炉 該当設備なし

NOx、ばいじん、SOxの実績は複数の対象施設の最大値を示す

NSKステアリング
システムズ株式会社

概要
所在地
敷地面積
従業員数
生産品種
ISO14001 認証取得

群馬県前橋市総社町1-8-1
73,381m2

1,385人（2003年3月末現在）
自動車部品
1999年12月

PRTR対象物質排出量・移動量等の集計 （Kg）

物質番号 物質名 取扱量
大気への排出量 下水道への移動量 消費量（製品）
水質への排出量 移動量（廃棄物） リサイクル量

40 エチルベンゼン 3,021 379 0 2,338
0 304 0

63 キシレン 21,691 2,447 0 17,304
0 1,940 0

224 1.3.5 -トリメチル 1,574 319 0 1,091
ベンゼン 0 164 0

227 トルエン 23,507 6,430 0 15,244
0 1,833 0

299 ベンゼン 782 2 0 780
0 0 0

CO2排出原単位推移

リサイクル率・埋立処分量の推移

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

’01 ’02 ’03 ’04 ’05
● 実績　● 目標 

t-CO2/百万円 
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’00’99’98’97’96’95’94’93’92’91’90
（年度） 

’02’01

量（t） リサイクル率（%） 

■ 総排出量（t/年）　■ 埋立処分量（t/年）　● リサイクル率（％） 

上
越
線
 

宝塔山古墳 
　蛇穴山古墳 

前橋工業高校 
公園 

NSKステアリング 
システムズ株式会社 

総社小学校 

利
根
川
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取り組み状況
2002年4月に前橋精機プラントから新たな製品の移管

があり、2001年5月に完成した新しい建物もほぼ生産スペ

ースとして埋まったかたちになりました。これに伴い、エネ

ルギー使用量などの環境負荷も大幅に変わってきています。

2002年11月にISO14001の認証を更新し省エネルギー

活動など継続的な改善を展開しています。

空調関係の都市ガス化により、CO2排出原単位を改善
当事業所のエネルギー消費は空調と照明で約8割近くを占め、固

定分のエネルギーが占める割合が高くなっています。2002年度は他

工場からの製品移管などによりエネルギー効率の改善を図るととも

に、新しい建物の空調関係をガス化した効果が現れ、前年度より

CO2排出原単位を改善することができました。今後も、使用エネル

ギーの都市ガスへの転換を進めるとともに、空調の効率化のため建

物の断熱対策を進めていきます。

分別排出の徹底やリサイクル用途の開拓により
ゼロエミッション達成
当事業所では、いくつかの材質を使用した梱包箱や、さまざまな

部品が組み合わされているユニット部品など、リサイクル化が難しい

廃棄物が多く、リサイクル率の改善に障害になっていました。その対

策として、分別排出の徹底やリサイクル用途の開拓を行ってきた結

果、2002年度にゼロエミッションを達成することができました。

塩素フリー化を実現
加工工程で使用されていた塩素系切削液を、塩素系以外の切削

液へ切り替える取り組みを行い、テストを繰り返すことにより塩素フ

リー化を実現しました。

環境管理責任者　加藤 博之

水質
項目 規制値 自主基準 実績
pH 5.8～8.6 6.2～8.2 7.9
BOD（mg/l） 60 55 4.0
COD（mg/l） 60 55 3.7
浮遊物質（mg/l） 90 85 2.2
油分（mg/l） 5 4 1.0
●放流先 河川（引地川）

大気
項目 ばい煙発生施設 規制値 自主基準 実績

NOx（ppm） ボイラ
金属加熱炉

ばいじん（g/m3N） ボイラ
金属加熱炉

該当設備なし

SOx（m3N/hr） ボイラ
金属加熱炉

NSKプレシジョン株式会社
桐原精機プラント

概要
所在地
敷地面積
従業員数
生産品種
ISO14001 認証取得

神奈川県藤沢市桐原町12
44,044m2

273人（2003年3月末現在）
電子応用部品、精機製品
1999年11月

PRTR対象物質排出量・移動量等の集計
自主基準としての年間取扱量が1t以上のPRTR対象物質はありま
せん。

CO2排出原単位推移

リサイクル率・埋立処分量の推移

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

’01 ’02 ’03 ’04 ’05
● 実績　● 目標 

t-CO2/百万円 
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量（t） リサイクル率（%） 

■ 総排出量（t/年）　■ 埋立処分量（t/年）　● リサイクル率（％） 

桐原公園 
湘南国際短大 

円行公園 

NSKプレシジョン株式会社 
桐原精機プラント 

秋葉台中学校 

秋葉台運動公園 
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取り組み状況
NSKワーナー（株）は、’02ワールドカップのサッカー会場

となった小笠山運動公園に隣接した緑豊かな自然環境の中

でワンウェイクラッチ、摩擦材製品の開発及び生産を行って

います。この環境に調和した企業となるべく、高い目標を掲

げて環境保全活動に取り組んでいます。

工場の緑化推進により日本緑化センターより表彰
NSKワーナーでは周辺地域への環境を考慮し、1989年、この地

に工場を建設、操業を開始した時から工場の緑化を積極的に推進

してきました。この功績が認められ、2002年の工場緑化推進全国大

会で全国8社のうちに選ばれて財団法人「日本緑化センター」より

表彰を受けました。また、地域住民と共同して行われる工場周辺の

クリーン活動、市道花壇への花の植え付けにも参加して地域環境の

向上に努めています。

セグメント工法の拡大により樹脂量を前年度比4％低減
有害化学物質対策としては、PRTR法が施行された1999年より、

その対象となる化学物質の削減・代替化を計画的に進めてきまし

た。2002年度は使用しているPRTR対象21物質のうち3物質を有害

性の低いPRTR対象外の物質に変更し、使用量も摩擦材の材料歩

留まりを向上させるセグメント工法の拡大により、摩擦材製品当たり

で使用する樹脂の量を前年度比4％低減しました。

ゼロエミッション達成
廃棄物対策としては、金属部品の切断工程で発生する研磨汚泥

及び脱水汚泥のリサイクル化、梱包資材で使用している段ボール板

のリユース化などによりリサイクル率を向上させ、ゼロエミッションを達

成しました。また、地球温暖化対策についてもCO2排出原単位、エ

ネルギー消費原単位とも目標を上回ることができました。今後さらな

る環境改善に努めます。

水質
項目 規制値 自主基準 実績
pH 5.8～8.6 5.8～8.6 7.0
BOD（mg/l） 25 20 4.4
COD（mg/l） － － 11.9
浮遊物質（mg/l） 50 30 4.9
油分（mg/l） 5 － 0.5
● 放流先 河川（逆川）

大気
項目 ばい煙発生施設 規制値 自主基準 実績

NOx（ppm） ボイラ 180 － 80
金属加熱炉 該当設備なし

ばいじん（g/m3N） ボイラ 0.3 － 0.01未満
金属加熱炉 該当設備なし

SOx（m3N/hr） ボイラ 2.95 － 0.005未満
金属加熱炉 該当設備なし

NOx、ばいじん、SOxの実績は複数の対象施設の最大値を示す

NSKワーナー株式会社 概要
所在地
敷地面積
従業員数
生産品種
ISO14001 認証取得

静岡県袋井市愛野2345
136,430 m2

923人（2003年3月末現在）
ワンウェイクラッチ及び摩擦材関連製品
2001年3月

環境管理責任者　大村 茂満

PRTR対象物質排出量・移動量等の集計 （Kg）

物質番号 物質名 取扱量
大気への排出量 下水道への移動量 消費量（製品）
水質への排出量 移動量（廃棄物） リサイクル量

16 2-アミノエタノール 4,438 0 0 3,196
355 887 0

30 ビスフェノールA 6,906 0 0 6,610
0 296 0

47 エチレンジアミン 1,968 0 0 0
四酢酸 0 1,968 0

63 キシレン 43,528 1,420 0 41,806
0 301 0

67 クレゾール 2,149 1,950 0 106
0 93 0

227 トルエン 30,937 29,121 0 505
0 1,312 0

266 フェノール 86,151 1,735 0 80,731
0 3,684 0

309 ポリ（オキシエチレン） 3,388 0 0 1,443
＝ノニルフェニルエーテル 160 1,844 0

CO2排出原単位推移 廃棄物等の内訳

’02’01’00’99
（年度） 

t-CO2/百万円 

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

■ リサイクル 16,359 t 91.8 % 
■ 減量化（水処理等） 1,256 7.1  
■ 焼却 114  0.6 
■ 埋立処分 93  0.5

総排出量 
17,822t

東海
道本
線 

東海
道新
幹線
 愛野

 

NSKワーナー 
株式会社 

静岡スタジアムエコバ 

小笠山総合運動公園 
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取り組み状況
日本精工九州（株）は、精機製品の生産拡大に伴いエネル

ギー使用量の増加など環境負荷も大きく変化してきていま

す。環境マネジメントシステムに基づき、環境負荷を適切に

評価し、水と緑の豊かな地域環境に十分配慮した環境保全

を進めています。

2001年4月にコージェネレーションを導入し、発電した

電力で工場内の設備を稼働させるほか、発電機の排熱を利

用して作った温水や蒸気を恒温室の空調などに活用して

CO2排出量の削減を図っています。

圧縮空気ドレンの処理装置の導入により廃液処理から
排水処理へ
2002年に、コンプレッサから排出される圧縮空気ドレンの処理装

置の導入と空調用ボイラのブロー排水中和装置を新設しました。圧

縮空気のドレン排水には油分が含まれています。放流水の油分濃

度は水質汚濁防止法で5mg/l以下と厳しく決められており、従来

廃液処理として外部委託していました。圧縮空気ドレン処理装置を

導入することで油分濃度を0.5mg/l以下に管理することができ、排

水として処理することができるようになりました。また、ドレン処理費

用についても大幅に削減が可能になりました。

自動制御により常時pH管理が可能に
ボイラブロー排水中和装置は、溶接機で使用している既存の炭酸

ガスを配管により供給し、ミキシングすることによって中和を行いま

す。塩酸、硫酸などの強酸を使用しないため安全です。また、自動

制御により連続稼働しているので常時pH管理することが可能にな

りました。

原単位管理の実施と目標数値の一元管理が課題
環境負荷低減のため、環境活動に対する管理レベルを向上させ、

原単位管理の実施と目標数値の一元管理を課題として、積極的な

環境保全活動を行っていきます。

水質
項目 規制値 自主基準 実績
pH 5.8～8.6 5.9～8.5 7.5
BOD（mg/l） 45 20 6.5
COD（mg/l） 45 20 6.1
浮遊物質（mg/l） 100 60 2.0
油分（mg/l） 5 4 0.5
窒素（mg/l） 120 100 17.0
リン（mg/l） 16 14 1.5
● 放流先 河川（新田川）

大気
項目 ばい煙発生施設 規制値 自主基準 実績

NOx（ppm） ボイラ 180 160 100
ディーゼル機関 950 － 880

ばいじん（g/m3N） ボイラ 0.3 － 0.01
ディーゼル機関 0.1 － 0.025

SOx（K値） ボイラ 17.5 13 0.66
ディーゼル機関 17.5 － 0.36

NOx、ばいじん、SOxの実績は複数の対象施設の最大値を示す

日本精工九州株式会社 概要
所在地
敷地面積
従業員数
生産品種
ISO14001 認証取得

福岡県浮羽郡浮羽町大字古川字日精774
152,000m2

320人（2003年3月末現在）
精機製品（ボールねじ）、自動車部品（ステアリング）
2000年10月

環境管理責任者　片原田 正彦

CO2排出原単位推移 廃棄物等の内訳

’02’01’00’99
（年度） 

t-CO2/百万円 

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

■ リサイクル 326 t 96.4 % 
■ 焼却 10  3.0 
■ 埋立処分 2  0.6

総排出量 
338t

PRTR対象物質排出量・移動量等の集計
自主基準としての年間取扱量が1t以上のPRTR対象物質はありま
せん。

久喜宮小学校 

朝羽高校 

筑後川温泉 

筑後
川 大石小学校 

日本精工九州株式会社 
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取り組み状況
信和精工（株）は、鍛造･冷間転造･旋削の軸受前工程を担

当し、Q（品質）・C（コスト）・D（納期）・E（環境）の改善追

求により信頼される企業の確立を目指しています。

取り組み状況
新日本鋼球（株）は“みどりと太陽と潮風のまち”藤沢の高

台にあり、日本精工と天辻鋼球の合弁で設立された玉軸受

用鋼球の専門メーカです。この鋼球は真球を極限まで追求

しており、滑らかな回転を生み出すことによって、省エネル

ギー、省資源に大きく貢献しています。また、当社は環境と

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9月にISO14001の認証を取

得し、一層積極的に環境保全活動を推進しています。

新日本鋼球株式会社 概要
所在地
敷地面積
従業員数
生産品種
ISO14001 認証取得

神奈川県藤沢市桐原町12
18,200m2

109人（2003年3月末現在）
玉軸受用鋼球の製造
2001年9月

信和精工株式会社 概要

所在地
敷地面積
従業員数
生産品種
ISO14001 認証取得

朽木工場（本社）
滋賀県高島郡朽木村宮前坊921
18,723m2

74人（2003年3月末現在）
玉軸受内外輪旋削加工
2002年12月

新旭工場
滋賀県高島郡新旭町新庄1288-1
17,540m2

88人（2003年3月末現在）
玉軸受内外輪旋削加工

環境管理責任者　　丹羽 研司

電力・水消費量の削減とリサイクル化の推進
新日本鋼球（株）の環境保全活動への主な取り組みは以下のと

おりです。

①電力消費量の削減 電力エネルギーを使用している熱処理工程

で、設備に保温性の良いものを取り入れ、保温性を向上させ、電

力消費量の削減に大きく貢献しました。

②水消費量削減の推進 バリ取り工程にクーラント冷却装置を導

入し、加工による液温上昇を低減し、蒸発による水補充量を大幅

に削減できました。

③リサイクル化の推進 廃油をはじめとする、4種類の有価売却

化、廃棄物を15種類に徹底分別し、リサイクルを推進することに

より、廃棄物のリサイクル率は99.3％のレベルまで向上しています。

④地域活動への参加 毎月1回、会社周辺の歩道清掃や、工場の

近くを流れる引地川河口の海岸清掃への参加など､地域活動へ

の参加を積極的に行っています。

2002年12月ISO14001認証取得
｢NSK関連会社環境管理指針｣を受け、環境マネジメントシステム

（EMS）の構築を開始し、2001年5月にISO14001認証取得の挑戦を

始めました。当初目標より半年遅れましたが、2002年12月に認証取

得を完了しました。

ISO規格の解釈及びその理解と信和精工（株）の現状に即した

EMSの構築のため、EMSの試行を何度も繰り返しました。今後は

NSKブランドの一員としてNSKグループの目標に沿ってEMSのP-D-

C-Aのサイクルを回転させ、継続的発展に努めます。

河川の水質汚濁防止のため、ハード、ソフトの両面から
改善に取り組む
信和精工（株）は近隣が琵琶湖及び山林、田畑、一級河川という

自然に囲まれた環境にあります。そこで、環境方針の中でも特に河

川の水質汚濁防止をうたい、初年度の環境マネジメントプログラムの

重要項目として、この1年、朽木工場では、一括研削液ろ過設備室ト

ラブルによる外部流出防止のため、新旭工場においては旋削切粉

集積場などからの廃油水の外部流出防止のため、ハード及びソフト

の両面から改善に取り組みました。また、この取り組みを通して従

業員の環境意識の向上を図ることができました。

環境管理責任者　中田 英雄



取り組み状況
NSKマシナリー（株）は、埼玉県の東部に位置し、あやめ

とラベンダーの里として水と緑に恵まれた県立久喜菖蒲公

園のもとで、自然環境との調和を図りながら精密機械と精

密機械部品の生産活動を行っています。また、公園内の昭和

沼が工場に隣接しているため、油脂や研削液などが漏洩す

ると、池が汚染されてしまいます。NSKマシナリー（株）では、

そのような環境事故を絶対に起こさないように最終放流口

の油水分離槽を毎日点検するだけでなく、それ以前に小さな

油漏れも見逃さないよう細心の監視活動を行っています。
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取り組み状況
NSKロジスティックス（株）は、NSKの各機能部署を分

離・独立させるという方針の第1号として、1999年10月、

NSKの製品物流部門が分社独立して設立された会社です。

そして現在では、群馬・埼玉・神奈川・愛知・大阪の5物流拠

点を中心に、NSKグループの顧客に迅速確実な輸・配送を

行っています。

NSKロジスティックス
株式会社

NSKマシナリー株式会社 概要
所在地
敷地面積
従業員数
生産品種
ISO14001 認証取得

埼玉県南埼玉郡菖蒲町昭和沼5
18,974m2

123人（2003年3月末現在）
精密機械製造（軸受用研削盤など）、精密機械部品製造（スピンドル）
2003年3月

環境管理責任者　藤井　洋

概要
本社所在地

従業員数
事業内容

事業免許

［物流拠点］
関東LC 神奈川県藤沢市桐原町12
中部LC 愛知県宝飯郡音羽町大字長沢字西千束88-4
関西LC 大阪府茨木市藤の里1-1-15
前橋LC 群馬県前橋市鳥羽町78

（NSKプレシジョン㈱前橋精機プラント内）
埼玉LC 埼玉県羽生市大沼1-1555

（日本精工㈱埼玉工場内）

東京都品川区大崎1-6-3
日精ビル
214人（2003年3月末現在）
物流全般
（運送・保管・荷役・梱包等）
利用運送業　倉庫業

また、昨年度の会社方針のひとつであったISO14001の認

証を2003年3月に取得することができました。

リサイクル率、前年度比3.6％改善し96.5％に向上
現在は、廃棄物を22種類に分別し、それぞれ再資源化されていま

す。2002年度は水溶性の廃液を油水分離処理し、残った汚泥をセメ

ントの材料として再生化することができました。また、廃砥石を路盤材

として再資源化するなど埋立処理ゼロを目指して今後も活動していき

ます。そして、リサイクル率を向上するために、廃棄物置場の監視･点

検を毎日行い、分別の周知徹底を図っています。その結果、2002年

度のリサイクル率は前年度から3.6％改善し96.5％まで向上しました。

万一の油漏れに備え、社員全員で訓練
生産活動の中で考えられる一番の環境リスクは油脂類の漏洩で

す。そこで、廃油・廃水及び油のついた切粉置場の周辺に側溝を

設け、オイルピットにつなげており、万一油が漏れてもピットにたまる

ようにしています。また、地震など緊急時に油分の漏洩が起こる可

能性のある設備を特定し、緊急時に即対応できるよう社員全員参

加で訓練を行っています。

輸送時のルート統廃合、梱包・包装資材のリサイクルに
よる廃棄物削減などで環境負荷の低減図る
物流段階での環境に与える影響として、輸送時のCO2、NOx、

PMの排出、梱包・包装資材の廃棄などの問題があります。NSK

ロジスティックス（株）では、これらの環境負荷問題に対する重要

性を深く認識し、これらの改善を経営上の最重要課題のひとつと

して位置付け、積極的に環境負荷の低減に取り組んでいます。例

えば、NSKの環境物流部会と一緒になり、輸送時のルート統廃

合・積載効率の向上、顧客先から返却される梱包・包装資材の分

別管理の徹底による再使用・リサイクルの促進、破損パレットの修

理・再利用、ポリ箱リサイクル数向上による廃棄物削減などの活

動を展開しています。

関東LC（ロジスティックセンター）等、
2003年10月ISO14001認証取得を目指し
環境マネジメントシステムを構築
これらの活動をさらに効率良く進めるため、ISO14001の認証取得

に向け準備を開始しました。工場内にある前橋LC、埼玉LCは各工

場の一部としてISO14001を展開しています。独立している関東LC・

中部LC・関西LCを中心に2003年10月取得を目指し、環境管理委員

会を発足させて環境マネジメントシステムの構築を進めています。

環境管理責任者　佐藤 吉和
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取り組み状況
スザノ工場はサンパウロの中心から約50km離れた郊外

に位置しています。工場のあるスザノ市は人口25万人の都

市で、その市街地に工場は建設され、1972年から軸受の製

造を開始しました。NSKの中で最も早く海外進出した歴史

のある工場です。

操業当初は工場の周りにほとんど住居がありませんでし

たが、30年たった今では住居が立ち並び、より一層の環境

への配慮が必要となってきています。

2000年1月ISO14001の認証取得
操業開始以来、工場はいつも環境保全に関心をもち、製造と環

境保全との調和を考え事業活動を行ってきました。さらにシステム的

な環境保全活動を推進するため、1999年2月にISO14001の認証取

得の準備を始め､2000年1月に取得することができました。

無駄を排除する省エネルギー活動を展開
スザノ工場で購入している電力はCO2排出量の少ない水力発電

であり、その他のエネルギーも熱処理用として負荷の小さい天然ガ

スを採用しています。また、そのエネルギーの効率的な使用に努め、

省エネ委員会を中心に無駄を排除する省エネルギー活動を展開し

ています。

空調機などの冷媒を非オゾン層破壊ガスに代替中
従来、軸受の洗浄で 1.1.1-トリクロロエタンを使用していましたが、

法規制の始まる前の1992年にいち早く全廃しています。また、有害

物質を含んだ蛍光灯や電池などの廃棄は分別管理され、法律上適

正な業者に処理を委託し、リサイクルされています。

オゾン層破壊物質についても現在、空調機などの冷媒を非オゾ

ン層破壊ガスに代替中です。

環境管理責任者　MAURO BATISTA

南米 NSKブラジル社
スザノ工場

概要
所在地
敷地面積
従業員数
生産品種
ISO14001 認証取得

Suzano, Sao Paulo, Brazil
180,000 ｍ2

525人（2003年3月末現在）
自動車用軸受、モータ用軸受、家電用軸受
2000年1月

総排出量とリサイクル率の推移
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2002年度リサイクル率92.6％、2010年度には
98％目標
工場から排出される廃棄物は、研削くず、プラスチック、廃油、鉄

くず、紙、段ボールなどさまざまなものがあります。鉄くずや研削くず

は処理業者を通じて、材料として製鋼メーカに出すなどリサイクルを

積極的に推進しています。2002年度のリサイクル率は92.6％を達成

しました。2003年度は95％、2010年度には98％の目標を掲げ取り

組んでいます。

環境リスクの対応
導入した環境マネジメントシステムに従って環境影響評価を行い、

リスクを洗い出して、その対策を実施しました。特に油の漏れ・流出

対策として、流出の恐れのある場所には周囲に溝を掘り、流出した

ものがタンクに集まるような改修工事を行い、廃棄物については、

特別管理廃棄物と通常の廃棄物が混合したり、大気への放出を避

けるため特別な保管場所を設置しました。また、火災などの緊急時

に備え、確実な対応がとれるよう社員訓練を実施しています。その

結果、これまで環境事故の発生はなく、今後も無事故を継続してい

きます。

環境教育のため、地域の生徒を招待しエコツアーなどを
企画
地域学校の環境教育のため、エコツアーや上下水道処理施設の

見学会等を企画し、地域の学校の生徒を招待して、工場近くの大

学や行政でこれらのイベントを開催し、地域に密着した事業活動を

目指しています。また、毎年スザノ工場では工場見学を実施して、環

境保全活動にどのように取り組んでいるのかを理解していただく一

助にしています。
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データ集

水質
項目 規制値 自主基準 実績
pH 5～9 5.3～8.8 7.6
BOD（mg/l） 600 540 23.8

●放流先 下水道
注）河川への放流はありません。

水質
項目 規制値 自主基準 実績
pH 5.8～8.6 6.0～8.4 7.2
BOD（mg/l） 20 18 7.3
浮遊物質（mg/l） 50 45 4.8
油分（mg/l） 5 4.5 0.8
窒素（mg/l） 60 30 5.9
リン（mg/l） 8 4 0.5

●放流先 河川（社川）

水質
項目 規制値 自主基準 実績
pH 5.8～8.6 5.9～8.5 7.7
BOD（mg/l） 25 24 1.0
COD（mg/l） 25 24 2.8
浮遊物質（mg/l） 50 45 2.0
油分（mg/l） 5 4 1.0
窒素（mg/l） 120 100 0.6
リン（mg/l） 16 14 0.2

●放流先 河川（染谷川）

水質
項目 規制値 自主基準 実績
pH 6.0～8.5 6.3～8.0 7.2
BOD（mg/l） 70 25 7.4
COD（mg/l） 70 25 6.8
浮遊物質（mg/l） 90 30 1.5
油分（mg/l） 5 4 0.7
窒素（mg/l） 40 20 4.1
リン（mg/l） 2 1.6 0.1

●放流先 河川（盛越川）

大気
項目 ばい煙発生施設 規制値 自主基準 実績

NOx（ppm） ボイラ 150 135 91
金属加熱炉 200 180 122

ばいじん（g/m3N） ボイラ 0.3 0.27 0.0012
金属加熱炉 0.25 0.225 0.0154

SOx（m3N/hr） ボイラ 3.11 2.8 0.03未満
金属加熱炉 1.02 0.92 0.01未満

NOx、ばいじん、SOxの実績は複数の対象施設の最大値を示す

大気
項目 ばい煙発生施設 規制値 自主基準 実績

NOx（ppm） ボイラ 180 135 95
金属加熱炉 該当設備なし

ばいじん（g/m3N） ボイラ 0.3 0.05 0.01
金属加熱炉 該当設備なし

SOx（K値） ボイラ 17.5 1.5 0.28
金属加熱炉 該当設備なし

NOx、ばいじん、SOxの実績は複数の対象施設の最大値を示す

大気
項目 ばい煙発生施設 規制値 自主基準 実績

NOx（ppm） ボイラ 180 150 120
金属加熱炉 該当設備なし

ばいじん（g/m3N） ボイラ 0.3 0.2 0.01未満
金属加熱炉 該当設備なし

SOx（m3N/hr） ボイラ 0.9 0.7 0.02未満
金属加熱炉 該当設備なし

NOx、ばいじん、SOxの実績は複数の対象施設の最大値を示す

大気
項目 ばい煙発生施設 規制値 自主基準 実績

NOx（ppm） ボイラ 150 120 89
金属加熱炉 該当設備なし

ばいじん（g/m3N） ボイラ 0.3 0.05 0.017
金属加熱炉 該当設備なし

SOx（K値） ボイラ 8.76 5 0.03
金属加熱炉 該当設備なし

NOx、ばいじん、SOxの実績は複数の対象施設の最大値を示す

藤沢工場／技術部

NSKプレシジョン（株）前橋精機プラントNSK福島（株）

滋賀工場 大津プラント

2002年度　放流水水質測定結果／ばい煙発生施設のばい煙測定結果／PRTR対象物質排出量・移動量等の集計

PRTR対象物質排出量・移動量等の集計 （Kg）

物質番号 物質名 取扱量
大気への排出量 下水道への移動量 消費量（製品）
水質への排出量 移動量（廃棄物） リサイクル量

16 2-アミノエタノール 1,014 0 5 0
0 1,009 0

63 キシレン 40,506 2,612 0 36,898
0 0 996

227 トルエン 5,820 51 0 5,769
0 0 0

PRTR対象物質排出量・移動量等の集計 （Kg）

物質番号 物質名 取扱量
大気への排出量 下水道への移動量 消費量（製品）
水質への排出量 移動量（廃棄物） リサイクル量

63 キシレン 3,011 1,555 0 791
0 0 665

PRTR対象物質排出量・移動量等の集計 （Kg）

物質番号 物質名 取扱量
大気への排出量 下水道への移動量 消費量（製品）
水質への排出量 移動量（廃棄物） リサイクル量

16 2-アミノエタノール 1,033 0 5 0
0 1,028 0

63 キシレン 3,657 276 0 3,361
0 20 0

227 トルエン 2,963 1,346 0 1,574
0 43 0

PRTR対象物質排出量・移動量等の集計 （Kg）

物質番号 物質名 取扱量
大気への排出量 下水道への移動量 消費量（製品）
水質への排出量 移動量（廃棄物） リサイクル量

63 キシレン 12,650 2,441 0 9,184
0 0 1,025

●自社・分社工場

pH：水素イオン濃度
BOD：生物化学的酸素要求量　有機物による水の汚濁の程度を示す指標
で、水中の汚濁物質を微生物で酸化分解されるのに必要な酸素量
COD：化学的酸素要求量　有機物による水の汚濁の程度を示す指標で、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

ばいじん：燃料などの燃焼に伴って発生するススなどをばいじんといいます。
SOx：硫黄酸化物　二酸化硫黄や三酸化硫黄などが主なもので、ボイラなど
で硫黄を含んだ燃料を燃焼すると発生します。
NOx：窒素酸化物　一酸化窒素や二酸化窒素などが主なもので、ボイラなど
で燃料を燃焼すると発生します。

用語解説
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PRTR対象物質排出量・移動量等の集計 （Kg）

物質番号 物質名 取扱量
大気への排出量 下水道への移動量 消費量（製品）
水質への排出量 移動量（廃棄物） リサイクル量

16 2-アミノエタノール 1,947 0 746 0
0 0 1,201

63 キシレン 9,469 5,380 0 1,783
0 0 2,306

108 無機シアン化合物 3,802 0 0 0
0 3,802 0

227 トルエン 2,512 0 0 2,512
0 0 0

PRTR対象物質排出量・移動量等の集計 （Kg）

物質番号 物質名 取扱量
大気への排出量 下水道への移動量 消費量（製品）
水質への排出量 移動量（廃棄物） リサイクル量

16 2-アミノエタノール 7,285 0 0 0
2,914 0 4,371

63 キシレン 6,610 2,276 0 3,353
0 0 981

224 1.3.5-トリメチル 2,193 1,316 0 338
ベンゼン 0 0 539

227 トルエン 4,925 0 0 4,925
0 0 0

PRTR対象物質排出量・移動量等の集計 （Kg）

物質番号 物質名 取扱量
大気への排出量 下水道への移動量 消費量（製品）
水質への排出量 移動量（廃棄物） リサイクル量

145 ジクロロメタン 3,397 2,981 0 0
0 416 0

PRTR対象物質排出量・移動量等の集計 （Kg）

物質番号 物質名 取扱量
大気への排出量 下水道への移動量 消費量（製品）
水質への排出量 移動量（廃棄物） リサイクル量

63 キシレン 1,315 594 0 467
0 0 254

145 ジクロロメタン 11,934 8,619 0 0
0 3,315 0

大気
項目 ばい煙発生施設 規制値 自主基準 実績

NOx（ppm） ボイラ
金属加熱炉

ばいじん（g/m3N） ボイラ
金属加熱炉

該当設備なし

SOx（m3N/hr） ボイラ
金属加熱炉

大気
項目 ばい煙発生施設 規制値 自主基準 実績

NOx（ppm） ボイラ
金属加熱炉

ばいじん（g/m3N） ボイラ
金属加熱炉

該当設備なし

SOx（m3N/hr） ボイラ
金属加熱炉

NSKニードルベアリング（株）榛名工場

NSKニードルベアリング（株）高崎工場 ＮＳＫマイクロプレシジョン（株）

井上軸受工業（株）

●関連会社

水質
項目 規制値 自主基準 実績
pH 5.8～8.6 5.9～8.5 7.7
BOD（mg/l） 25 24 2.0
COD（mg/l） 25 24 4.0
浮遊物質（mg/l） 50 45 2.3
油分（mg/l） 5 4 1.2
窒素（mg/l） 120 100 23.0
リン（mg/l） 16 14 0.6
●放流先 河川（向井川）

水質
項目 規制値 自主基準 実績
pH 5～9 5.9～8.5 7.4
BOD（mg/l） 600 500 21.0
シアン（mg/l） 1 1 0.1
●放流先 下水道

注）河川放流は、雨水のみ

水質
項目 規制値 自主基準 実績
pH 5.8～8.6 5.8～8.5 7.7
BOD（mg/l） 60 58 8.6
COD（mg/l） 60 58 12.7
浮遊物質（mg/l） 90 88 3.3
油分（mg/l） 5 4.5 1.0
●放流先 河川（柏尾川）

水質
項目 規制値 自主基準 実績
pH 5.8～8.6 6.0～8.3 7.3
BOD（mg/l） 150 100 22.7
COD（mg/l） 150 100 17.6
浮遊物質（mg/l） 200 120 2.4
油分（mg/l） 4 3 1.3
窒素（mg/l） 60 － 27.4
リン（mg/l） 8 － 1.2
●放流先 河川（宇奈田川）

大気
項目 ばい煙発生施設 規制値 自主基準 実績

NOx（ppm） ボイラ 150 140 84
ディーゼル機関 950 900 608

ばいじん（g/m3N） ボイラ 0.1 0.09 0.004
ディーゼル機関 0.1 0.09 0.005

SOx（K値） ボイラ 17.5 7 0.1未満
ディーゼル機関 17.5 7 2.1

NOx、ばいじん、SOxの実績は複数の対象施設の最大値を示す

大気
項目 ばい煙発生施設 規制値 自主基準 実績

NOx（ppm） ボイラ 150 140 102
ディーゼル機関 950 900 590

ばいじん（g/m3N） ボイラ 0.1 0.09 0.003未満
ディーゼル機関 0.1 0.09 0.014

SOx（K値） ボイラ 17.5 5 0.1未満
ディーゼル機関 17.5 5 0.11未満

NOx、ばいじん、SOxの実績は複数の対象施設の最大値を示す



編集後記
昨年度の報告書に寄せられたご意見などから、全体的にわか

りやすさを向上することと、通常は目に触れることのない機械部
品である我々の製品が、どのように環境に関わっているのかわ
かり易く説明し、製品分野での取り組みをご理解いただくことが
課題と考え、全体を通してデザインを工夫すると共に、製品とそ
の技術と環境保全との関わりを、巻頭に特集記事にまとめ、よ
りわかりやすく誠実にお伝えできるように努めました。
多くの方々にご覧頂き、ご意見やご提言を頂くことが、我々の

取り組みや報告書の質を向上し、さらに循環型社会の構築に貢
献していく近道であると考えております。添付するアンケート用
紙により、忌憚のないご意見ご提言を頂ければ幸いです。

関連情報
環境への取り組みは、当社のホームページからもご覧いただけます。
・ＵＲＬ：http://www.nsk.com
関連する情報を以下の冊子にて提供しています。ご入用の方は右下の
お問い合わせ先にお申し付けください。

・会社案内 （日本語版、英語版、中国語版）
・アニュアル・レポート２００３（日本語版、英語版）
・テクニカルジャーナル「環境特集号」（日本語版、英語版）
・ 2001環境報告書（日本語版、英語版）
2002環境報告書（日本語版、英語版）

対象範囲詳細
自社および分社会社、出資比率50%以上の製造関連会社を環境マネジメ

ントの対象としています。ＮＳＫブランド製品を製造する関連会社の他、軸受
部品の旋削加工などを担当する前工程加工関連会社や、鋼球製造関連会
社、設備製造関連会社を含めています。これらの関連会社は、比較的小規
模で、環境負荷も大きくはありませんが、当社では、グループの全ての活動
領域で総合的に環境負荷低減に取り組むことが重要と考えています。さらに、
2002年度より物流分野における環境配慮を進めるため、新たに製品物流を
担当するＮＳＫロジスティックス株式会社を活動の対象範囲に加え、活動の充
実を図りました。
自動車用シートベルト事業の段階的な譲渡により、資本比率が50％未満

となったエヌエスケー・オートリブ株式会社は対象外としました。

1. 環境マネジメントの対象範囲
・日本精工株式会社
（分社会社）

・ＮＳＫプレシジョン株式会社＊１

・ＮＳＫステアリングシステムズ株式会社＊２

・ＮＳＫ福島株式会社＊３

（NSKブランド製品製造関連会社）
・ＮＳＫマイクロプレシジョン株式会社＊３

・井上軸受工業株式会社
・ＮＳＫニードルベアリング株式会社＊４

・ＮＳＫワーナー株式会社＊３

・日本精工九州株式会社
（前工程加工関連会社）

・千歳産業株式会社
・旭精機株式会社
・信和精工株式会社
（鋼球製造関連会社）

・新日本鋼球株式会社
（設備製造関連会社）

・ＮＳＫマシナリー株式会社＊３

（製品物流関連会社）
・ＮＳＫロジスティックス株式会社＊３

＊1：2002年10月に、精機事業を分社化し、ＮＳＫプレシジョン株式会社を
設立しました。（旧前橋工場、桐原精機プラント、埼玉精機プラント）
＊2：2001年に設立したＮＳＫステアリングシステムズ株式会社に、2002年
10月に、自動車用ステアリング事業を統合し完全分社化しました。（旧 総
社工場）
＊3：2002年に社名のカタカナ標記「エヌエスケー」をローマ字標記「ＮＳＫ」
に変更しました。
＊4：2003年7月に、ＮＳＫトリントン株式会社を子会社化し、社名をＮＳＫ
ニードルベアリング株式会社に変更しています。

2. 自主行動計画におけるパフォーマンスデータ集計範囲
1993年の自主行動計画スタート時からのデータ継続性に配慮しています。分
社により独立した各社は、自工場と同様に位置付け集計に含めています。
日本精工株式会社
・藤沢工場
・滋賀工場（大津プラント、石部プラント）
・埼玉工場
ＮＳＫプレシジョン株式会社
・前橋精機プラント
・桐原精機プラント
・埼玉精機プラント＊５

＊5：埼玉工場と同一敷地内に立地する埼玉精機プラントは、集計デー
タを埼玉工場に含めています。

ＮＳＫステアリングシステムズ株式会社
ＮＳＫ福島株式会社

アンケートに
ご協力ください

一方的な情報発信にとどまらず、
双方向のコミュニケーションにより、
活動の内容や当報告書の質を高めたいと

考えております。
添付するアンケート用紙にて、

ご意見・ご提言を
お聞かせください。
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お問い合わせ先

日本精工株式会社　環境管理部
〒141-8560 東京都品川区大崎1-6-3日精ビル
TEL: 03-3779-7170
FAX: 03-3779-7445
e-mail: eco@nsk.com




