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事 業 者 名

代 表 者

所 在 地

事 業 内 容

資 本 金

株 式

従 業 員

総 売 上 高

海外売上高

株式会社タムラ製作所

田村　直樹

東京都練馬区東大泉1-19-43

情報機器関連、電子部品関連、
電子化学材料、はんだ付け装置関連

11,829百万円

授権株式数　252,000,000株
発行済株式数　75,067,736株
決算期　年1回　3月31日
株主数　11,296名

683名（連結：7,174名）
日本（1,299名）、アジア（5,789名）、
ヨーロッパ（62名）、アメリカ（24名）

56,360百万円（連結：74,539百万円）

38,955百万円

会社概要 2004年3月31日現在
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編集方針

タムラ製作所では、2002年度から「環境報告書」を毎年発行し、

事業活動に伴う環境への取り組みについて情報開示の充実に

努めてまいりました。「環境報告書2004」は、タムラ製作所の環境

分野における1年間（2003年4月～2004年3月）の環境活動

実績・評価と今後の計画を紹介するとともに、環境省「環境

報告書ガイドライン（2003年度版）」、「事業者の環境パフォーマンス

指標ガイドライン（2002年度版）」を参考とし、環境会計につき

ましては、「環境会計ガイドライン2002年版」を参考としています。

報告対象期間 2003年4月1日～2004年3月31日

報告対象範囲 東京事業所・埼玉事業所

発　　　　行 2004年9月

次回発行予定 2005年9月

連　 絡　 先 環境管理事務局
TEL 049-284-9021
FAX 049-284-9046

ホームページ http://www.tamura-ss.co.jp/

環境保全情報 http://www.tamura-ss.co.jp/jp/environment/index.html

I R 情　報 http://www.tamura-ss.co.jp/jp/finance/index.html

Only one
Ambitious 11

活力のある 
新しい企業文化の創造 

「さすがタムラ」と言われる 
商品・サービス・品質の提供 

6dBを意識した 
業務改革・生産革新の断行 

2007年3月期目標 

連結売上高 
営業利益 
新規事業比率 
ROA

1,100億円 
88億円 
11％以上 

5％ 

財務の 
視点 

顧客の 
視点 

人材の 
視点 

業務プロセス 
の視点 

新中期経営のビジョン　－基本経営戦略－
※1 各事業の外部顧客に対する売上高（事業間の内部売上高を除く）を表示しております。
※2 各事業年度の連結売上高合計には、その他事業（運輸・倉庫・保険業）が含まれております。
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ごあいさつ
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経営理念／環境方針
タムラグループのミッションである「オンリーワン」にもとづき、経営理念として具体的な行動基準を定めて

効果的な環境マネジメントを推進。真に豊かな地球環境の保全に努めます。

環境方針の策定・ 
見直し等を行う 

環境方針の伝達・ 
各種文書承認等を行う 

EMS推進委員会を 
毎月1回開催する 

EMS推進委員会を毎月1回開催する 
（各事業所） 

自部門の環境目標、 
環境マネジメントプログラム、 
環境教育・訓練プログラムなどを 
作成・実施する 

内部環境監査の 
プログラムを作成し、 
内部環境監査を実施、 
結果を社長に報告する 

環境目的・目標・プログラム 
の作成を行う 

環境管理責任者 

EMS推進委員会 

東京事業所 埼玉事業所 

内部環境監査委員長 

環境管理事務局 

社　長 

各部門長 

環境保全組織体制
グループの環境保全組織の最高責任者である社長
が、環境管理責任者（環境担当役員）を任命し、東京
事業所と埼玉事業所に各部門ごとの単位で組織
体制を設けています。

環境方針
経営理念

タムラ製作所は、タムラグループミッションにある「私たちはタムラグループ

の成長を支える全ての人々の幸せを育むため世界のエレクトロニクス

市場に高く評価される独自の製品・サービスをスピーディーに提供して

いきます」にもとづき、真に豊かな地球環境の保全に貢献し、全ての企業

活動において環境との調和を図ります。

行動基準

東京都練馬区および埼玉県坂戸市において、各種トランス・電源機器・

圧電素子等の電子デバイス、および有線／無線各種通信装置・各種放送

用装置を設計・開発・製造していることを踏まえ、環境保全を最優先する

経営理念より、環境マネジメントシステムを運用し、資源の有効活用、汚染

の予防並びに法規制等を遵守すると共に、その継続的改善を図り、次に

示す環境保全活動を重点的に実施します。

１．環境配慮型製品の開発に努める。

２．電力使用量の削減に努める。

３．用紙使用量の削減に努める。

４．産業廃棄物の削減に努める。

５．化学物質の適正管理に努める。

2003年12月5日改定

55
11

22

3344

タムラグループは、 
地球環境の保全に努め、 
資源の有効化と再資源を 

推進します。 

V i s i o n

タムラグループは、 
世界的視野にたち、 

エレクトロニクス産業が求める 
事業を経営基盤とします。 

V i s i o n

タムラグループは、 
市場本位をつらぬき、 

世界のお客様が求める技術を 
事業基盤とします。 

V i s i o n

タムラグループは、 
公正な視点で社員を評価し、 

努力によって成果をもたらす人を 
最も賞賛します。 

V i s i o n
タムラグループは、 

国際社会の一員として行動し、 
各国の法規制を順守し文化・慣習を 

尊重します。 

V i s i o n

私たちはタムラグループの成長を支える 
全ての人々の幸せを育むため 

世界のエレクトロニクス市場に高く評価される 
独自の製品・サービスを 

スピーディーに提供していきます。 

M i s s i o n

1. 私たちは、パートナーシップを大切にする。 
私たちは、地位や専門性そして国や組織の違いを
こえて、お互いを信頼できるパートナーとして、
個人およびチームの目標を達成します。また、市場
のニーズを的確にとらえ各自の専門性を研き、
お客様からの期待をさらに高めます。 

2. 私たちは、革新する勇気を大切にする。 
私たちは、技術革新の著しい世界のエレクトロニクス
業界で生き残っていくために、過去の常識や成功
体験をこえた、革新的な発想や行動を賞賛します。 

3. 私たちは、多彩な個性を大切にする。 
私たちは、基本的人権を尊重し、さまざまな文化や
生活習慣の違いをこえて、グループの英知を結集
し、世界のお客様から高く評価される独自の価値を
創造します。 

4. 私たちは、社会的な責任を大切にする。 
私たちは、自分の仕事や行動に責任をもち、信頼
をいただいている株主やお客様・協力会社、そして
事業を営む国および地域社会に対し、正直かつ
公正に対処します。また、環境問題への取り組みは
グループ存続の条件と認識し、積極的に行います。 

Gu i d e l i n e
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タムラ 
経営理念 

行動基準 各個人目標 
環境目標の具現化 環境目標の具現化 

2005年度末までの 
環境行動計画を設定し、 

全社環境目的・目標として展開 

各事業所／各部門 
環境行動計画 

環境行動計画
タムラ製作所は環境方針をもとに3年ごとに環境行動計画を見直し、全社をあげて取り組んでいます。現在、2003年度に掲げた
2005年度末までの環境行動計画に沿って活動をしています。

Action

Do

Plan
社長見直し 

環境推進委員会 

環境課題 
進捗状況 
把握分析 

Check

全　体 

内部環境監査 
結果報告 

Action

Do

Plan
グループ会議 
による審議 

計画実行 

Check

各　個　人 

各部門チェック 

Action

Do

Plan
各事業所・部門会議 
による審議 Check

各事業所／部門・研究所 

各事業部環境 
保全チェック 

・エネルギー 
・リサイクル 
・用紙・製品アセスメント 
・化学物質 

環境保全実績 

環境方針・ 
目的・目標 環境目標 各個人目標 

タムラ製作所の環境マネジメントシステム
タムラ製作所では、環境活動の推進に伴う環境マネジメントシステムを構築しています。現在、東京事業所、埼玉事業所、国内
7つの関連会社で国際規格であるISO14001の認証取得をしています。また、海外の9つの関係会社でも認証取得をしています。

内部環境監査
ISO14001にもとづき、内部環境監査を年に2回実施しています。2004年3月現在、内部監査委員は累計で48名。各事業所で
ISO14001が正しく機能しているかをチェックし、環境マネジメントシステムの継続的な改善を図っています。

指摘事項
今回は不適合3件、改善事項21件、コメント17件の合計41件について指摘が
ありました。現実の問題点を突いた効果的な指摘が多く、いずれも速やかに
対応しました。
・廃棄物管理手順書に「大量の場合は総務に書類を提出」と明記してあるが、その
定義が曖昧でした。
・「文書ファイルは従業員がいつでも閲覧できるよう所定の場所に保管し、最新版と旧
版を識別する」とあるが、個人用参考資料および法規制調査票が混在していました。

ISO14001に関する理解度をチェックするため、
従業員に対しインタビューを実施しました。
その結果、グリーン調達関連の理解度が低い
ことがわかり、継続的な教育・ＰＲの必要性を
感じています。今後も「現場重視」の監査で
様々な改善点を発見し、
更なるステップアップの
ために監査委員の教育に
も積極的に取り組んでい
きたいと思います。

CSセンター

岡 野幸平

■内部監査委員新規登録数■

事業所 2001年度
東京事業所 6
埼玉事業所 11
合計（名） 17

2002年度
3
11
14

2003年度
3
4
7



毎年度の具体的な環境目標を掲げ、2003年度は次のような取り組みを推進しました。

また、鉛フリートータルソリューションシステム（P.11）など、全社をあげて環境保全活動に取り組んでいます。

製品を生産するプロセスで投入するエネルギーや物質の流れは下図のようになります。

私たちの事業活動が環境に与える影響を認識し、抑制・削減するよう、環境保全活動に努めていきます。

5

環境目標

事業活動と環境負荷

2003年度の環境目標と実績および2004年度の環境目標と施策

INPUT

化学物質 24t

包装材 24t

用紙 612万枚

用水 43,076k

電気 10,373MWh

ガス 49,038k

燃料 48.0s

東京事業所

事業活動と環境負荷の説明

生産品目

事業所データ

埼玉事業所

水質データ

タムラ製作所の事業所による環境負荷を明確に示すことは、今後の環境保全活動の参考になります。

INPUTとして、化学物質、包装材、用紙、用水、電気、ガス、燃料の投入、OUTPUTは、エネルギーによるCO2の排出、

排水、一般廃棄物、産業廃棄物、再資源化量などがあります。

デジタルコンソール、デジタル編集機器、デジタル
音声装置、デジタルワイヤレスインターカム、
ワイヤレスホーン、通信インフラ装置、セキュリティ
関連機器、CCTV関連機器、アミューズメント
関連機器

大気・水質に関する該当設備はありません。

敷地面積：13,811g

緑地面積： 1,830g

生産品目

事業所データ

各種トランス、インダクタ、圧電インバータ、
圧電トランス、圧電振動子、ACアダプタ、カスタム
電源、バッテリーチャージャ、DC-DCコンバータ

大気に関する該当設備はありません。

敷地面積：27,118g

緑地面積： 5,945g

項目
pH

鉛（m/r）

規制値
5.8～8.6
0.1

実績値（MAX）
8.3
0.01

環境目的

環境配慮型製品の開発
環境配慮型製品の売上　全製品　15%

端子（トランス）、基板の鉛フリーはんだ付け運用

環境配慮型製品の売上　全製品　15.7%

トランス用はんだ付け運用実施

電力使用量の削減
2002年度比 1%削減－－－東京

2002年度原単位比 1%削減－－－埼玉

2002年度比 103%削減－－－－－東京

2002年度原単位比 127.4%削減－－－埼玉

化学物質の適正管理
グリーン調達の継続運用、フローチャートの実施

化学物質管理手順の改訂と運用

グリーン調達基準改訂、継続運用

用紙購入量の削減 EMS（環境マネジメントシステム）文書の電子化 タムラWeb・パブリックフォルダにEMS文書を記載

産業廃棄物の削減
2003年度末までに再資源化（リサイクル）率90%以上 再資源化（リサイクル）率93%達成

2003年度環境目標 2003年度の実績および達成状況
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OUTPUT

CO2 4,557t-CO2

排水 43,076k

一般廃棄物 60.6t

産業廃棄物 427.6t

再資源化量 455.7t

○

△

環境配慮型製品の売上　全製品　20%

鉛フリーはんだ付け運用

各環境配慮型製品の売上目標作成・売上実績の把握

トランス用・プリント基板用はんだ付けの運用

P.15

P.11～15

○
節電管理運用の実施、電力削減（節電・動力）

2002年度比2％削減（原単位）

2％削減のための検討と教育
P.  7

○
改訂グリーン調達基準運用

改訂管理手順の確立と運用

改訂グリーン調達の検討、改訂グリーン調達基準の実施・運用

化学物質管理手順書の維持、化学物質管理手順改訂の実施・運用
P.10

○ EMS文書の電子化 EMS文書の電子化実施、EMS文書の電子化手順の検討・確立 P.  7

○ 再資源化（リサイクル）率95％ 再資源化（リサイクル）率95％の確立

再資源化（リサイクル）率98％の検討
P.  8

評価 2004年度環境目標 2004年度施策 該当ページ

○：目標達成　△：80％達成

自動挿入工程
部品を基板に挿入します。

1

表面実装工程
部品を基板上に実装します。

2 3

自動はんだ付け工程
基板にはんだ付けを行います。

基板外観確認・後付け工程
基板の仕上がり状態の確認や部品の
はんだ付けを行います。

5

組込み・電気特性・外観確認・梱包工程
ケース組込みを行い、電気特性検査に
かけ、最終外観検査を行い、梱包します。

6

ACアダプタ

電子機器は直流電源を使用するため、コンセントから流れてくる
交流電源をそのまま利用することはできません。これを直流電源
に変換するのがACアダプタです。

ACアダプタの製造工程

4

手挿入工程
機械で挿入できない部品は、手で
部品を基板に挿入します。
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用水使用量

2003年度の用水使用量は、43,076m3で、2002年度と比べて約17%
削減しました。また、対基準年度（2000年度）比では、約45%
の削減となりました。これは、老朽化した配管の修理による漏水
の防止（東京事業所）および冷却水の循環利用（埼玉事業所）に
よるものです。今後も用水使用量削減のための取り組みを続けて
いきます。

用紙使用量

東京事業所では2003年度の用紙使用量は、2002年度と比べて約10%
削減しました。しかしながら、埼玉事業所では、生産管理システムへ
の対応のために用紙使用量は約11%増加したため、タムラ製作所
全体として、2003年度の用紙使用量は2002年度と比べて約1%増加
しました。
また、2003年度における売上高原単位比は、タムラWeb、パブリック
フォルダにEMS文書を記載するなどの取り組みによって2002年度と
比べて3％減少しました。今後もEMS文書の電子化を推進していきます。

地球温暖化の防止対策として、

装置の効率化・節電などによる二酸化炭素排出量の削減を進めています。

■エネルギー使用量の推移■
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東京事業所 埼玉事業所 
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121

2002年度 

25,237
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2003年度 
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売上高原単位比（対2000年度比） 

■用水使用量の推移■
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2003年度 
16,683

26,393

43,076

57

東京事業所 埼玉事業所 売上高原単位比（対2000年度比） 

■用紙使用量の推移■
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東京事業所 埼玉事業所 売上高原単位比（対2000年度比） 

■ CO2排出量の推移■
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1,150
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東京事業所 埼玉事業所 売上高原単位比（対2000年度比） 

省エネルギー／省資源

氷蓄熱式空調システム

「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（2002年12月改正）」

※都市ガスは、資源エネルギー庁の単位発熱量と前述施行令のC（炭素）排出係数から算出

0.378kg-CO2/kWh（電力）

2,710kg-CO2/kr（A重油）

3.000kg-CO2/kg（LPG）

2.188kg-CO2/m3N（都市ガス）

〈電力〉
「エネルギー使用の合理化に関する法律施行規則」

9.83MJ/kWh
〈A重油・LPG〉
資源エネルギー庁「エネルギー源別発熱量表」

39.1GJ/kr（A重油）50.2GJ/t（LPG）
〈都市ガス〉
資源エネルギー庁「エネルギー源別発熱量表・参考値」

45.9MJ/m3N

エネルギー使用量／CO2排出量

2003年度のエネルギー使用量の構成は、電力（90.4%）、LPG（5.9%）、
都市ガス（2.0%）、A重油（1.7%）であり、大部分を電力が占めて
いました。2003年度のCO2排出量は4,557t-CO2であり、2002年度
のCO2排出量（4,558t-CO2）とほぼ同じでありました。しかしながら
2000年度に対する売上高原単位比は105となり、2002年度と比べて
減少しました。氷蓄熱式空調システムおよび日常における取り組み
によって減少したと考えられます。氷蓄熱式空調システムは安価
な夜間電力を利用して空調を行うシステムで、夜間に氷として
空調（冷）熱を蓄え、昼間の空調時に利用するものです。
CO2の排出量が削減できるだけでなく、エネルギー費も大幅に
削減できます。
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廃棄物処理フロー

タムラ製作所ではゼロエミッションを達成させるために、廃棄物
の適正処理と再資源化（リサイクル）率の向上を目指し、積極的
に取り組んでいます。
廃棄物の処理フローは、環境省の「事業者の環境パフォーマンス
指標ガイドライン（2002年度版）」を参考とし、再使用される循環
資源の量、再生利用される循環資源の量、熱回収される循環
資源の量の3つを合わせたものを再資源化（リサイクル）量として
います。

廃棄物等総排出量

2003年度の廃棄物等総排出量は、2002年度と比べ34％増加
しましたが、廃棄物最終処分量は2002年度と比べ55%削減し、
基準年度（2000年度）比でも79%削減しました。廃棄物の減少は
プリンタ事業部の廃止によるものです。2003年度末までに再資源化
（リサイクル）率90％を目標としてきましたが、2003年度において
93%を達成しました。2004年度は再資源化（リサイクル）率95%を
目標としていきます。

廃棄物等総排出量の内訳

2003年度の一般廃棄物の排出量は、2002年度と比べ約27ｔ
削減することができました。これは、分別の徹底と生ごみの発生
抑制の推進によるものです。
産業廃棄物の排出量は木くず、金属くず、廃プラスチックの割合が
大きくなりました。木くずは製品保護としての木枠として海外から
輸入したものです。今後は、これらの排出量が大きい要因に着目
して、排出量抑制を目指していきます。

オフィスでの分別ボックス

廃棄物の発生を抑制し、やむを得ず発生したものは、出来る限り
再資源化（リサイクル）するために、管理運用方法を定めています。
製造工程およびオフィス活動で発生する廃棄物は、発生するフロア
ごとに分別ボックスを設置し分別を徹底しています。

再資源化（リサイクル）率93％達成により、廃棄物最終処分量を2002年度比55%削減。

今後も環境への負荷を減らせるよう、廃棄物最終処分量の削減に取り組みます。

■廃棄物処理フロー図■

事業所内部 

再資源化（リサイクル）量 

外部委託 

再使用される循環資源の量 

熱回収される循環資源の量 

単純焼却される廃棄物の量 

廃
棄
物
等
総
発
生
量 

廃棄物最終処分量 
廃棄物等総排出量 

（敷地外へ搬出されたもの、 
 敷地内で埋め立てられたもの） 

残さの量 

事業者内部で、再使用、 
再生利用、熱回収される 
循環資源の量及び単純 
焼却される廃棄物の量 

残さの量 再生利用される循環資源の量 

■廃棄物等総排出量の推移■
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売上高原単位比（対2000年度比） 
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■廃棄物等総排出量の内訳■

一般廃棄物 
60.6t 
（12％） 

木くず 
228.5t 
（47％） 金属くず 

66.5t 
（14％） 

廃プラスチック 
23.8t 
（5％） 

その他 
108.8t 
（22％） 

廃棄物等 
総排出量 
488.2t

分別ボックス

再資源化（リサイクル）率=
再資源化（リサイクル）量
廃棄物等総排出量

×100（％）
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タムラ製作所では、環境保全にかかわるコストとその効果を定量的に把握し、

環境保全活動の効率的な運営に役立てるために2002年度より環境会計を導入しています。

環境保全コスト

環境保全効果

環境保全対策に伴う経済効果

分　類

事業エリア内コスト

内
訳

公害防止コスト 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、悪臭防止など
地球温暖化防止、フロンの回収など
水の有効利用や廃棄物対策など

小　計

自社製品の化学物質含有量分析
EMSの運用、環境教育、環境報告書発行、事業所内美化・緑化など
環境負荷低減型製品に関する研究開発
地域の環境保全活動の支援など
該当なし

地球環境保全コスト
資源循環コスト

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
環境損傷対応コスト

主 な 取 り 組 み 内 容 費　用
21,794
4,629
49,517

75,940

43,256
24,173
58,425
109
0

対象期間：2003年4月１日～2004年3月31日
集計範囲：タムラ製作所（東京事業所、埼玉事業所）
参考としたガイドライン：環境省「環境会計ガイドライン（2002年版）」 単位：千円

環境保全効果
効果の内容 対前年度環境負荷増減量

0.004t-CO2/百万円減少 0.081t-CO2/百万円
8,553m3減少 43,076m3

122.7t増加 488.2t
13.3ポイント向上 93.3%

・鉛フリーはんだ付け装置（フローはんだ付け装置、リフローはんだ付け装置）
・小容量アダプタ（鉛フリー、ハロゲンフリー）
・有機系水溶性プリフラックス（VOCフリー）

2003年度環境負荷量
CO2排出量（売上高原単位）
用水使用量
廃棄物等総排出量
再資源化（リサイクル）率

その他の効果（環境負荷低減型の製品開発）

環境負荷指標

金属類の売却益など 692
2003年度実績環境保全対策に伴う経済効果

環境会計集計結果と今後の課題
2003年度の環境会計の費用額の集計結果は202百万円でした。
その内、研究開発コストが29%を占めています。これは、昨年に
引き続き、鉛フリー化のための研究開発と、アダプタの小型化、
省エネ化、脱塩ビ化などの環境配慮型製品の開発を重点的に
行っているためです。
また、上・下流コストも21%を占めています。これは、お客様に
お届けする製品に使用が禁止・規制されている化学物質が微量
でも含有されていないことを分析して確かめるために要したコスト
になります。
今後は、集計範囲の拡大と精度の向上により、グループでの環境
会計の構築を目指します。

2003年度 
環境保全費用 
202百万円 

公害防止コスト 11％ 
地球環境保全コスト 2％ 
資源循環コスト 25％ 

上・下流コスト 21％ 
管理活動コスト 12％ 

研究開発コスト 29％ 事
業
エ
リ
ア
内
コ
ス
ト 

■環境保全費用額内訳■

単位：千円



グリーン調達
環境に配慮して作られた製品を選んで購入する間接的な環境保全活動を「グリーン調達」といいます。

タムラ製作所では品質・コストに優れた環境にやさしい製品の調達に努めています。
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環境リスク管理

グリーン調達基準

タムラグループは、グリーン調達を推進するため、お取引先様の
環境保全活動とお取引先様から購入させていただく調達品の
環境保全状況の両面を重視しています。また、カドミウムフリーの
調達品を購入しています。
環境保全活動の維持・向上を進めることにより、地球環境、社会・
お取引先様の要望に配慮・対応した事業活動を通じて社会的
責任を果たすという行動指針として「グリーン調達基準改訂版」
を2003年10月に作成しました。今後とも、積極的にグリーン調達
の推進に取り組んでいきます。

汚染防止

各種環境法規制への対応を果たし、各事業所に環境保全設備を
整備して万全な対策を期しています。

●苦情・訴訟・事故等
大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下に関する苦情はありま
せん。また、環境に関する罰金、事故等はありません。

●環境保全設備
環境保全のために、環境保全設備を設置しています。排水処理
装置や有機溶剤脱臭装置を設置しています。

●環境法規制等監視表
タムラ製作所では、環境法規制等監視表を作成し、以下の法規
制を遵守しています。

万一の事態に備え、化学物質の管理や汚染防止、安全衛生への取り組みについてさまざまな対策を

講じるとともに、管理システムの構築・運用を着実に実現しています。

緊急訓練

PRTR※について

重油洩れを想定し、下記の訓練を実施しました。この結果、
緊急訓練の重要性および有効性を確認しました。

① 給油時の多量洩れを想定し、防油堤を砂のう等で閉鎖。

② 防油堤に水を入れ、洩れが無いかを確認。

③ 地下タンク上の油（水）をオイル吸着マットで回収。

④ 防油堤および配管からの洩れを想定し、ポンプで油を回収。

⑤ 送油装置（ポンプ）の緊急手動停止（模擬操作）。

⑥ ポンプの停止確認および付近
からの洩れが無いかを確認。

⑦ ボイラー室内での配管からの
洩れを想定し、オイル吸着マット
を使用して油を回収。

政令番号 230

鉛及びその化合物

24,000

化学物質名

取扱量

排出量

大気

水域

土壌

下水道移動量

廃棄物移動量

リサイクル移動量

8

－

－

－

5,200

－

※PRTR：Pollutant Release and Transfer Register の略称で、環境汚染のある化学
物質に関する収支管理公表の仕組み

■PRTR法第一種指定化学物質排出・移動量■ 単位：kg

① タムラグループの環境活動

② タムラグループのグリーン調達の考え

③ お取引先様への調査協力のお願い

④ タムラグループ環境管理物質の使用制限基準

⑤ お取引先様との仕様取交わし

主な環境関連法等

環境一般・省エネルギー関連
・公害防止組織整備法　・工場立地法　
・省エネルギー法

地球環境保全関連 ・フロン回収破壊法　・オゾン層保護法

水質汚濁・地盤沈下関連 ・水質汚濁防止法　・下水道法

騒音・振動関連 ・騒音規制法　・振動規制法

廃棄物・リサイクル関連
・廃棄物処理法　・改正リサイクル法
・容器包装リサイクル法

化学物質関連 ・PRTR法

安全関連 ・高圧ガス保安法　・消防法

環境関連条例・協定
・東京都環境確保条例　・埼玉県生活環境保全条例
・練馬区廃棄物の処理及び清掃に関する条例・規則

グリーン調達基準
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世界へ発信する環境保全活動

鉛フリートータルソリューションシステム

地球規模で環境保全意識が高まるなか、世界的に鉛の使用規制が始まりました。幅広い業界に部品や基板、
製品を提供するタムラ製作所にとって、鉛の使用規制は切実な問題です。そこで、他社に先駆け2000年
に全社をあげて鉛フリー化への取り組みを開始し、トータルソリューションシステムを構築。鉛フリー
リフロー装置※1で世界トップシェアを獲得するなど、鉛フリーの先陣としてビジネスチャンスを拡大して
きました。現在は各工場でシステムを整備し、RoHS※2指令、WEEE※3指令の施行期日である2006年
7月を前に、鉛フリーへの切り替えを随時推進していきます。

Ecology Report

廃棄されたはんだ付け基板から、鉛が地下水へ混入する経路モデル図 

はんだ付けされた基板の廃棄 

酸性雨がはんだを浸食 

酸性雨とはんだが接触 

鉛で汚染された地下水 

酸性雨 

廃棄された電子機器のうち、実装基板はほとんど回収されずに
粉砕され埋め立て等で処理されています。なかには不法投棄
されているものもあり、それが酸性雨の作用で可溶性の鉛酸化
物となって地中に浸透し水質を汚染します。水に溶けた鉛化合

物が飲料水や食物を汚染し、血液中の鉛濃度が高まることに
よって、子どもの発育障害や精神異常等の健康障害を引き
起こす可能性があります。

■鉛による水質汚染■

生活に欠かせない携帯電話やパソコン、ゲーム機器や自動車な
ど、電子機器の基板や精密部品ははんだ付けによって接合され
ています。そもそもはんだとは、450℃以下で溶けて接合な
どの作業ができる材料全般の総称で、これまで一般的なはんだ
は「錫60（63）％、鉛40（37）％」のものを指していました。

はんだは作業温度が低く接合の強度や廉価なことで知られ、
紀元前から使用されてきました。
現在はその環境へ及ぼす影響から、鉛を使用しない接合材料へ
の切り替えが業界の重要課題となっています。

鉛フリー化の背景

電子機器の要「はんだ」とは？

※1 基板にはんだペーストを印刷し、その上に部品を実装した後、基板のパッドと部品の電極を自動ではんだ付けする装置です。

※2 RoHS（The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment）：
電気・電子機器における特定有害物質の使用制限

※3 WEEE（Waste Electrical and Electronic Equipment）：電気・電子機器廃棄物

環境への影響　～鉛の摂取が子どもの発育障害に～
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鉛の使用規制において、とくに基準となっているのがEUの
RoHS指令とWEEE指令です。これらは電気製品の特定有害
物質の使用制限、廃棄処理責任やリサイクル責任を明文化した
もので、鉛など有害物質を含む製品の製造・輸出入が2006年
7月より規制されます。※ つまり鉛が含まれる製品はヨーロッパ
へ輸出できなくなるため日本の電機・電子機器メーカーは鉛
フリー製品へ切り替えなければビジネス展開できない状況に
なりました。
※ 一部特殊製品については例外規定もあります。また規制対象となる含有濃度に
ついては現在明確な数値は設定されていません。

2006年7月実施のEUのRoHS指令対応に向け、国内各
お取引先様は1年から2年の前倒し要求をしています。それ
に合わせタムラにおいても「グリーン調達基準」を作成し
カドミウム、鉛、六価クロムなどの特定有害物質6物質を
排除した製品への切り替え準備を行っていますが、遅くとも
2005年4月までに対応を完了しなければなりません。
その代表的な部材が、錫・鉛はんだ、温度ヒューズ、亜鉛

処理鋼板、ねじおよび電子部品などです。これらの部材は
それぞれ仕様書などで顧客の承認を得たり、UL※等の安全
規格で登録されているためタムラで独自に変更するわけに
いかず切り替えは容易ではありません。タムラの営業・
技術・品質保証グループが主体となって取り組んでいます
が、短期間で切り替えをしていくためにスピーディーな対応
を求められています。

特定有害物質管理体制

■「RoHS指令」の対象と規制される特定有害物質■

規制される
特定有害物質
（6物質）

鉛
水銀
カドミウム
六価クロム
PBB（ポリ臭化ビフェニール）
PBDE（ポリ臭化ジフェニールエーテル）

対　象
（8品目）

家電製品
情報・通信機器
電動工具
玩具・レジャー製品
自動販売機等

世界的に鉛規制が急進展

プロジェクトスケジュール

鉛フリープロジェクト発足2000年
2001年

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

鉛フリープロジェクトチーム編成
→鉛フリートータルソリューションシステム構築

RoHS指令・WEEE指令発効

切り替え完了（トランス、HIC※、その他デバイス製品の端子）

切り替え完了予定
（アダプタ、プラスチック製品、その他基板ユニットのはんだ）

有害6物質を含む規制物質の撤廃予定

EUで鉛規制完全スタート

※ UL：Underwriter's Laboratolies Incorporatadの略称

※ HIC（Hybrid IC）：混成集積回路
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鉛フリートータルソリューションシステムの全貌
タムラ化研が改良を加えたはんだ材料、タムラFAの開発した装置、タムラ製作所の電子機器製品を軸に、
今後タムラグループは鉛フリーに切り替えていきます。そのシステムは下図の通りです。

はんだペースト
TLF-204-49（タムラ化研）
成分は錫、銀、銅。無洗浄でも使用
可能で純水系、炭化水素系、洗浄
剤で洗浄でき、汎用性の高い製品
です。高温プロファイルでも優れ
たぬれ性、接合性を発揮し、鉛に
代わる材料として推奨しています。

■鉛フリー対応製品群 ■

リフローはんだ付け装置
TAR30-366PH（タムラFA）
基板にはんだペーストを印刷し、その上に
部品を実装した後、基板のパッドと部品
の電極を自動ではんだ付けする装置。
上下面特殊ヒーターを採用し、温度差
を縮小しました。登場以来、この業界で
は世界1位の売上を誇っています。

スプレーフラクサー装置
TAF40-12V、TAF40-15PV（タムラFA）
下記ウェーブはんだ付け装置ではんだ
付けする際のはんだ付け性を良くする
為にポストフラックスを霧状で自動塗布
する装置。ポストフラックス塗布量の
条件設定を柔軟に変更できます。

ウェーブはんだ付け装置
HC33-28MDF2、33-32LF（タムラFA）
基板に部品を挿入したリードと基板の
ランド部を自動ではんだ付けする装置。
トランス・電解コンデンサのようなリード
部品のはんだ付けに使用しています。

ポストフラックス
EC-19S-8（タムラ化研）
接合をスムーズにするために
はんだ付けの前に塗布する
材料。鉛フリーはんだで錫・
鉛はんだと同等のはんだ付け
性を実現しました。

材料

装置

製品

電子機器製品
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鉛フリー化への切り替えに伴う技術的な課題や品質管理等に関するQ＆Aを一部ご紹介します。
タムラグループは鉛フリー化のリーディングカンパニーとしてお取引先様にも積極的に働きかけを行い、
業界全体で全製品の完全鉛フリー化を目指しています。

現在、タムラで推奨している鉛を含まない錫と銅の合金はんだは従来
のはんだと特徴が似ています。しかしながら、大きな問題がありました。
それは、作業温度の上昇と銅線への影響でした。トランスの場合、接合
部位のピンに銅線をからげてはんだ付けするため、400℃前後の作業
温度では銅線まで溶解してしまう欠点がありました。銅線が溶解する
ことによってはんだに含まれる銅の含有率が数％増え、仕上がり時の
はんだとしての性能が変化してしまいます。はんだに含まれる銅の
含有率は重要なポイントになるため、従来はんだとできるだけ同じ
性能に近い銅の含有率を決定しました。
タムラでは、鉛フリーはんだに含まれる銅、そして、鉛の含有率を調べる
ために蛍光X線分析装置を導入し、品質管理に役立てています。現在、
この装置は埼玉事業所と、マレーシア、中国などの海外関係会社にも
設置し、鉛フリーはんだへの切り替え完了までのはんだ成分分析への
標準化に向けて取り組んでいます。 蛍光X線分析装置

はんだ成分分析への標準化

従来の装置で鉛フリーに移行
できますか？

リフローに関しては、比較的熱容量の

小さな基板であれば鉛フリーはんだで

実装できている現場はあります。しか

し、高度な実装密度の製品を流す場合には加熱

力が十分あり、上下からの風速を選択できる

機能を有したリフロー装置を備える必要があり

ます。できれば窒素式にも対応できる設備に

切り替え、今後の実装動向に余裕を残すことが

賢明といえるでしょう。

ウェーブに関しては、従来設備でのはんだの

入れ替えで暫定的に移行できたとする事業所も

あります。しかし、鉛フリーはんだによるステ

ンレス浸食対策や熱的な最適化を図った技術の

反映を含め、プリヒーターから冷却にいたるま

で、改良の進んだ対応装置での準備展開を推奨

しています。特にウェーブはんだ付けに関して

は、スルーホール上がりや引け巣、パターン

剥離等の問題に対して余裕を持たせた条件つく

りが必要となります。

従来の鉛入りはんだと鉛フリーはんだでの酸化物
の発生量は？

鉛フリーはんだの酸化物の発生量は、

鉛入りはんだの約2倍です。タムラで

は酸化物を回収するユニットを併せて

販売しており、通常酸化物の70％を

はんだとして回収・再利用しています。

プラスチックなどの鉛含有量はどのようにして
わかりますか？

製品には、いろいろな部品が使用されています。完全な鉛フリー

化を実現するためには、はんだだけでなく、プラスチックなど

の部品に使用されている鉛もあわせてなくしていかなければ

なりません。

タムラは部品購入時の調査（グリーン調達）を

しています。また、部品を受け入れてからに

ついても蛍光X線分析装置を用いて、鉛の分析

を行うことによって全製品の鉛フリー化を実施

しています。

タムラFA  

岡 野 輝男

タムラFA  

木 本 恒

CSセンター

高 橋昭良

Q

A

Q

A

Q

A
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環境教育／コミュニケーション／コンプライアンス
社員への環境教育をはじめイベントへの参加、環境情報の発信などを通じて情報公開を進め、

コミュニケーションの充実を図っています。
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環境教育

タムラ製作所の環境教育は、「教育訓練・環境規定類・システム
教育」、「特定業務教育」、「環境関係法令・法定資格」、「その他」
の4つの柱から成り立っています。

「インターネプコンワールド2004」出展

タムラ製作所は、分野の異なる6つのエレクトロニクス技術展が
同時開催される「インターネプコンワールド2004」へ出展しました。
実装材料やはんだ付け装置などの新製品を披露。鉛フリー実装
のリーディングカンパニーであることをアピールしました。

①教育訓練・環境規定類・システム教育では、タムラ製作所の
環境方針・目的･目標の確認や、重要な規定類の周知徹底を
行います。

②特定業務教育では、特定施設における廃棄物の分別方法や、
危険物・有害物質等の取り扱い方法の教育を行います。

③環境関係法令・法定資格では、環境関係の法律説明会などを
行います。

④その他の教育では、環境関連の講演会の実施や工場見学を
行います。

教育訓練

教育訓練･環境規定類・
システム教育

特定業務教育

環境関係法令･
法定資格

その他

合計

実　績（名）

東京事業所

2000年度

219

5

105

6

335 438 420 402 554 609 641 545

298

121

5

14

259

139

5

17

255

115

9

23

437

113

3

1

501

104

2

2

499

128

4

10

415

107

5
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2001年度 2002年度 2003年度 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度

埼玉事業所

■教育一覧表 ■

■コミュニケーション一覧表 ■
研修・取り組み等

名称 概　　要 参加者
（名）実施

毎月

毎月

随時

随時

随時

随時

25

12

全員

東京
事務所

3

2

EMS推進委員会
開催

・月１回行う環境管理ミーティングにおいて、
毎月のパフォーマンス報告を行い記録を保存

・東京事業所・埼玉事業所ごとにおいて、
サイトに関する報告・打合せを実施

・環境管理事務局において
環境レポートとパフォーマンスを閲覧

・新組織、イベントについて電子メールによる
周知徹底

・各部門、各家庭から不要品を持ちより
安価で販売するリユースを促進

・公害防止管理者･特別管理産業廃棄物管理
責任者等に関する受講

・大気公害防止管理者第一種合格者

・特別管理産業廃棄物管理責任者

・練馬区役所･坂戸市役所における企業の立場からの
環境に対する取り組み

・坂戸市富士見工業団地工業会における環境の取り組み

サイト推進委員会

社内イントラネットと
社内メールの活用

社内
フリーマーケット

外部講習会への
出席

行政機関･地域
工業会への出席

創業80周年を記念して新キャラター“クーニュ”誕生

さらなる企業イメージアップと認知度向上を目的に、新キャラクター“クーニュ”に
よるプロモーションを2004年4月より展開しています。他社とは違う「ユニークさ」を
もってエレクトロニクス市場の最先端を走り続け、創業80周年の歴史と信頼を背景
に「オンリーワン・カンパニー」の実現を目指します。

●機密保持
タムラ製作所では、「機密保持に関する規則」を策定しています。
タムラ製作所での「企業機密（秘密）」の保持とその社外への漏洩に
よるグループ会社の利益の逸失を防止することを目的としています。

●倫理規定
タムラ製作所では、「倫理法令遵守規定」を策定しています。企業倫理
と法令の遵守に組織的に取り組み、企業の社会的責任を果たす
とともに、豊かな社会の育成に貢献することを目的としています。

コンプライアンス

「タムラは追求しています　環境にやさしさ
を…」をスローガンにして、より多くの方々
にタムラの環境への取り組みに興味をもって
いただくことを目的に、環境広告を掲載し
ました。

環境広告

環境広告

“クーニュ”
quenu

展示風景



タムラネットワーク
「オンリーワン・カンパニー」の実現を目指し、グループの総合力を活用して更なる事業展開を図ると共に

環境保全にも積極的に取り組んでいます。
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アンケート集計結果について
「環境報告書2003」のアンケートに60件のご意見・ご感想をいただきました（2004年3月末日現在）。

ご協力いただいたみなさまに厚くお礼申し上げます。アンケートでお寄せいただいたご意見は、

できる限り本報告書に反映させていただきました。

報告書 
記載内容 

環境保全 
活動内容 

当社製品 

0（％） 20 40 60 80 100

わかりやすい 
57.9％ 

普通 
42.1％ 

評価できる 
77.2％ 

普通 
22.8％ 

評価できる 
77.6％ 

普通 
22.4％ 

Q1 全体についての感想は？

エネルギー使用量・ 
CO2排出量 
32％ 

技術開発 
22％ 

環境配慮型製品 
18％ 

ごあいさつ 
15％ 

廃棄物 
10％ 

その他 
3％ 

Q2 印象に残った記事はどれでしたか？（複数回答）

国内

タムラ化研株式会社
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

7

株式会社タムラ流通センター5

株式会社東北タムラ製作所
本社・複合工場
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

11

株式会社群馬タムラ製作所
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

8

株式会社会津タムラ製作所
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

9

若柳電子工業株式会社
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

10

タムラ化研株式会社
児玉工場
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

6

株式会社タムラFAシステム
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

4

タムラ精工株式会社
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

3

埼玉事業所
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

2

報告対象範囲

株式会社タムラ製作所
本社・東京事業所
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

1

電子機材営業部/FAシステム営業部
福岡営業所

14

安全電具株式会社
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

1

名古屋営業所12

大阪営業所13

電子機材営業部/FAシステム営業部
大阪営業所

13

ブロードコム事業部
西日本営業所

13

タムラ化研株式会社　鈴鹿工場
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

15

株式会社タムラネットワークサービス　
ISO14001 認証

1

1

2
4

5
3

6

7

8
9

10

11

15 1213

14
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●報告書記載内容についてのご意見
・デザインも内容も充実していて一般の人が読んでも理解しやすい
・環境についての活動や取り組みがわかりやすい

●環境保全活動内容についてのご意見
・環境に対する様々な面を考え、会社が今、今後できることをよく考えている
・環境対策について真剣に取り組み、よく練られた活動がされている

●環境配慮型製品についてのご意見
・鉛フリー技術や省エネに積極的に取り組んでいる
・製品の写真をのせるだけでなく、簡単なコメントを1つ1つに付けている点がよい

●その他
・社長のごあいさつの文が直筆であることからも会社全体で環境対策に取り
組んでいる様子が感じられた

・すべての事業所でISO14001を取得する予定であると知って、環境に配慮し
ていると実感した

・ただ世の流れに沿って報告書を作成するのではなく、それを積極的に「読ん
でもらおう」という姿勢がとても良いことだと思う

・タムラ製作所だけでなく、関連会社についてもより詳しい内容を付け加える
と非常に良いと思います

・昨年度の報告書に比べ、グラフや図が読みやすい大きさになり、イメージ的
にも頭に入りやすいものになったと思います

・サイトレポート（事業所活動の概要）を追加してほしい

記述いただいたご意見より

海外

タムラ電子マレーシア株式会社
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

6

タムラ化研シンガポール株式会社
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

7

同和タムラ化研株式会社
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

1

上海祥楽田村電化工業有限公司
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

2

大豊電化工業股　有限公司（台湾）
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

3

田村電子（香港）有限公司5

タムラ化研（英国）株式会社
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

9

タムラ・ヨーロッパリミテッド
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

9

タムラコーポレーション
オブアメリカ

10

タムラ化研（アメリカ）株式会社
ISO  9001 認証

10

テレパート・タムラ11

田村電子（恵州）有限公司
ISO  9001 認証

4
大豊電研科技（東莞）有限公司
ISO14001 認証
ISO  9001 認証

2

株式会社韓国タムラ1

大平洋田村科技（股）有限公司3

南京熊猫田村通信電源設備
有限公司

2

合肥華耀田村電氣有限公司
ISO  9001 認証

2

タムラ電子インドネシア株式会社
ISO  9001 認証

8

タムラ化研（マレーシア）株式会社
ISO  9001 認証

6

タムラマシナリー
シンガポール株式会社

7

12

3
4

5

6
7

8

9

10

11

編集後記
タムラ製作所が環境報告書を定期的に発行し始めてから3年に

なりました。今回の環境報告書では「鉛フリーはんだ」についての

特集を組みました。「なぜRoHS指令・WEEE指令に対応する必要

があるのか」、「タムラはどのようにして鉛フリートータルソリューション

システムを構築したのか」、ということについてできるだけわかり

やすく掲載しました。また、昨年度の環境報告書のアンケートで、

サイトレポートを追加してほしいという要望がありました。2003年度

においては掲載するための体制が十分に整っていませんでした

が、来年度は国内の関連会社に範囲を広げて掲載できるように努力

していきます。将来的には、海外のサイト

レポートも含めて掲載する予定です。また、

企業の社会的責任（CSR）についても記載

できるよう、報告書の内容を一層充実できる

よう努力してまいります。

本報告書を通じてタムラ製作所の環境保全

活動をご理解いただくと共に、みなさまからの

率直なご意見、ご感想をお寄せいただければ

幸いです。
CSセンター環境管理事務局

鈴 木　清

田村電子（深　）有限公司
ISO14001 認証
ISO  9001 認証
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表紙について 
・毎年東京事業所の中庭の池に飛来するカルガモの親子です。 

http://www.tamura-ss.co.jp/

  〈お問い合わせ先〉 
  株式会社タムラ製作所 

  〒350-0214  埼玉県坂戸市千代田5-5-30 
      環境管理事務局 

  TEL 049-284-9021  FAX 049-284-9046

この環境報告書は、古紙配合率100％再生紙を使用し、 
アロマフリータイプ大豆油インキで印刷されています。 
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