
持続可能な社会の実現に向けて、世界的な環境目標や国や地域別の環境規制が設けられています。企業には、環境保全と経
済的利益の両立に向けて、常に環境マネジメントのPDCAを回していくことが求められています。

環境マネジメントの全体像

NSKは、企業理念に定める「地球環境の保全をめざす」ことをすべての事業活動に反映させるため、環境方針に「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」と定めています。この方針に基づき、役員･従業員一人ひとりが環境への
意識を高めながら、「地球温暖化対策」「省資源・リサイクル対策」「環境貢献型製品の創出」「環境負荷物質対策」「法令遵守・環
境リスク対策」などの活動を進めています。

目標・計画づくり

NSK環境方針／環境行動指針／環境自主行動計画

組織づくり

環境マネジメント体制

仕組み・風土づくり

ISO14001認証取得 監　査 環境教育 設備の維持・管理

個別の活動

環境貢献型製品
の創出

地球温暖化
対策 生物多様性保全

省資源・
リサイクル対策

環境負荷物質
対策

法令遵守・
環境リスク対策

企業理念

● NSKグループの環境マネジメント

1.地球温暖化の防止
環境と調和した技術と生産を追求し、地球温暖化の防止に貢献します。

2.環境負荷の低減
環境マネジメントシステムと製品化学物質管理体制を構築し、その継続的改善を行い、法規制を遵守し、
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
グローバルに地域社会の発展に関与し、環境と調和した豊かな社会の実現、生物多様性の保全に取り組みます。

NSK環境方針

我々は、環境問題への取り組みが我々の存在と活動に必須の要件と認識し、持続可能な社会の構築を目指し、
自主的、積極的に行動します。

環境方針

環境マネジメント

P.62 P.65 P.69 P.73 P.76P.60
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1. 環境貢献型製品を創出するため、トライボロジー（摩擦制御・潤滑技術）を駆使し、製品と生産の技術開発を推進します。
2. 企業活動全ての領域で、省エネルギー、省資源に取り組みます。
3. 環境管理組織・運営制度を整備し、責任所在の明確化を図ります。
4. 環境関連の法律、条例、協定などを遵守し、自主基準を定めて一層の環境保全に取り組みます。
5. 環境に負荷を与える化学物質の代替物質への転換、廃棄物の削減、リサイクルを推進し、環境負荷を低減します。
6. 環境教育、広報活動を実施し、全社員に環境方針を理解させ、環境への意識の向上を図ります。
7. 環境に関する社会活動を通じ社会に貢献し、人の健康や生態系の保護に取り組みます。
8. 環境所轄当局や地域社会と建設的な意思の疎通に努め、環境管理の実施状況を公開します。

環境マネジメントシステム（EMS）・体制

NSKは、取締役執行役常務を委員長とし、関係役員10名で構成される「地球環境保全委員会」を環境マネジメントの最高
意思決定機関に位置付けています。
地球環境保全委員会の決定事項に基づき、「エネルギー部会」「省資源部会」「環境商品部会」など課題別の専門部会と、本社
の環境部門が推進役となって、各事業所が日々の環境マネジメントシステムの運営を進めています。
地域別には、日本、欧州、米州、中国の統括拠点のリーダーシップの下、各事業所の工場長や関連会社の役員が環境管理統
括責任者と製品化学物質統括責任者となって、環境マネジメントのPDCAのサイクルを回しています。
課題別・地域別の環境会議を定期的に開催するなど、進捗確認とフォローを繰り返し、環境行動計画のグローバルでの目標
達成に向けて取り組んでいます。

制定 1997年12月12日 / 改定 2015年6月25日

◉環境マネジメントシステムの認証取得
NSKグループでは、すべての事業所で環境マネジメントシステムのPDCAを回しています。中でも、環境負荷が大きく、環境
への取り組みが特に重要と考えられる開発･設計、製造・物流などの事業所については、量産開始などの本格稼働から3年以内
に環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の外部認証を取得することにしています。NSKグループでは、事業
所ごとに認証を取得し、定期的に第三者機関の審査を受けることで、マネジメントシステムの実効性が高まると考えています。
2015年度に新たに1事業所が認証を取得し、2016年6月現在、世界13カ国67事業所が認証を取得しており、グループ
全体の開発･設計、製造・物流工程から排出されるCO₂の約95%がISO14001に基づいて管理されています。なお、オフィ
スなどでは、NSKの方針に沿って活動を進めています。

中期目標（2016年度～2018年度）

2016年度から2018年度までの環境自主行動計画（P.63、P.65、P.69、P.73、P.77 中期目標参照）においては、製品に
よる環境貢献の最大化と事業活動における環境負荷の最小化を目指します。計画を達成し、低炭素社会、循環型社会、自然共
生社会づくりに貢献するため、NSKグループ全体の環境マネジメントのレベルアップを図っていきます。

◉環境行動指針

2015年度の活動概要

◉監査、教育
環境監査
NSKグループの各事業所では、ISO14001の運用により、定期的に実施する内部監査や第三者機関による監査を実施して
います。これに加え、油流出事故の未然防止や環境法令の遵守、廃棄物の適正管理などを徹底するため、本社環境部門および
地域統括部門による監査を、2015年度は41拠点で実施しました。さらに、環境負荷物質の管理強化に向けた監査を15拠点
で実施しました。
2015年度に実施したすべての監査の結果、重大な指摘事項はなく、明らかになった軽微な指摘事項への是正を図っています。
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環境教育の実施
環境保全への取り組みをより深め、より実効性を上げていくには、従業員一人ひとりが意識を高めながら、正しい知識に基
づいて取り組みを実践することが何より重要です。NSKグループでは、従業員の意識を高める啓発活動と知識を深める階層
別教育を継続して実施しています。
2015年度は、日本では276回の研修を実施し17,035名が受講しました。毎年、継続して実施しているe-ラーニングでは、
地球温暖化対策をテーマに、温暖化による気候変動に伴うリスクや国際社会の対応、NSKグループの温暖化対策などについ
ての教育を行い、グローバルで約9,200名が受講しました。

● 2015年度の環境教育に関する講座の受講数と開催数（日本）
教育の種類 受講人数 回数

①法規制等の遵守を徹底するための教育 1,765名 75回

②意識向上を図るための教育 14,898名 159回

③環境に関する資格認定を目的とした教育 163名 31回

④環境配慮設計、グリーン購入・調達に関する教育 209名 11回

合　計 17,035名 276回

◉法令遵守・環境リスク対策

排出基準超過の再発防止について
2015年度は重大な法令違反や環境汚染事故などの発生はありませんでした。しかし、日本と中国の事業所で下水排水基準
の超過が各1件、アセアンの事業所で大気に関する排出基準の超過が1件発生しました。原因の確認と対策の実施によりいず
れも現在は改善済です。

基本的な考え方
NSKグループでは、関係する環境関係の法令を遵守するとともに、法令より厳しい自主基準を定め、大気・水質など、環
境汚染の未然防止と環境負荷の低減に努めています。また、もし環境事故や法令違反が発生した場合には、行政機関などへの
報告とともに、原因究明と対策を速やかに実施します。

土壌・地下水汚染の浄化
NSKグループでは、2003年度に塩素系有機溶剤の使用をグローバルで全廃しました。しかし、過去の使用によって土壌

や地下水に汚染が残る5事業所では、地下水の浄化を継続しています。定期的に地下水をモニタリングし、浄化の進捗状況を
行政機関に報告しています。

地下タンクの廃止・更新
地下に埋設されたタンクや配管は、直接目で見て状態を確認することができないため、万一油漏れが発生した場合に発見が
遅れる可能性があります。NSKグループの各事業所では、製品の製造時などに使用する油の漏洩による土壌・地下水汚染を
予防するため、油の使用工程の廃止や、地下タンクの地上化・二重殻化を進めています。

URL 当社webサイトに
補足資料を掲載 ● 環境マネジメント体制  ● 環境マネジメントの対象範囲  ● ISO14001の認証取得状況  ● 環境教育の実績

NSKトップ > CSR > 環境活動 > 環境活動を推進する仕組み

補足資料 P.90　環境マネジメントシステムISO14001の認証取得の状況　　P.92　環境パフォーマンスデータ集計範囲
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◉マテリアルバランス
NSKグループは、事業活動への資源やエネルギーの投入量（INPUT）とCO₂や廃棄物などの排出量（OUTPUT）を定量的に

把握することで、資源やエネルギーの有効活用と継続的な環境負荷の低減に努めています。

◉環境会計（日本）
NSKグループでは、環境保全活動にかかわるコストとその効果を定量的に把握・評価するためのツールとして、また皆様
に当社の活動をご理解いただくためのコミュニケーションツールとして環境会計を導入し公開しています。
2015年度の環境保全コストは、地下埋設タンクの改修などの投資額約26億円、費用額約109億円でした。また、経済効
果は約8億円となりました。NSKグループでは、特に製品を通じての環境貢献に力を注いでおり、環境保全コストの約68%
が環境貢献型製品および環境保全型技術などの研究開発にかかわるものです（詳しくは、補足資料P.94をご覧ください）。

※1 日本は、環境省 経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」に準拠して算定。また、日本以外の地域では、各地域の係数を使用
※2 BODは、河川放流を対象
※3  「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」：化学物質の環境への排出量を把握し行政機関に報告することで、
  管理の改善を促す日本の法律

INPUT（グローバル）

水 4,752千m³
●地下水 1,803千m³
●上水道 2,239 千m³
●工業用水 710 千m³

水

電力 1,368,232 MWh
燃料 2,342,032 GJ

エネルギー

PRTR法※3対象物質 495t

資材・部品（日本）
【環境負荷物質】

NSKグループ 開発 設計 調達 生産 物流

鋼材 654千t
油脂類 20 千t

資材・部品

OUTPUT（グローバル）

総排出量 205,554t
●リサイクル 188,992t
●埋立 3,802t
●焼却・水処理等 12,759t

廃棄物等

CO₂※1 1,015,000t
NOx 126t
SOx 40t

排出ガス

PRTR法対象物質
排出・移動量 96t

環境負荷物質（日本）

排水量 2,763 千m³
●河川 630 千m³
●下水道 2,133 千m³
BOD※2 

排水

2.3t

● 事業活動における投入資源量と排出量（2015年度実績）
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