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代 表 者 ：代表取締役会長兼社長 福永 喬
創
業 ：1917年（大正6年）12月
設
立 ：1941年（昭和16年）1月
資 本 金 ：170億7,600万円
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ごあいさつ

地球環境保全と持続的成長
地球温暖化防止や資源循環による環境負荷の低減

増加してしまいました。この原因となる工場建屋建設に

は、私たち企業も重要な課題として捉え、自らが企業活

伴う移転時の非効率生産などは早期に解消させ、確実

動の中で確実に解決していくことが求められています。

なCO2 削減に結びつける所存です。また、実効あるCO2
削減を行うため、2010年度以降の長期目標の設定に向

つばきグループでは本年度より6月を｢環境強化月間｣

けた社内での取り組みも開始しました。

に定めました。初年度の今年は、CO2 削減をはじめ従業
員の啓蒙も含めた環境保全活動に取り組み、
「教育」を

持続的成長には｢一人ひとりのイノベーション力｣が必

柱に据え、全従業員、全階層に対する教育を実施しま

要です。私たちは今、グローバル化を進めていますが、

した。一方、熱処理設備の効率化、重油の都市ガスへ

これはまさに地球規模での事業活動になります。ミッショ

の変換など、具体的な省エネ対策も積極的に進めてい

ンステートメントに掲げる｢物づくり、夢づくり、世界の顧

ます。一つひとつは小さいことですが、社員の一人ひと

客と語り合う｣を環境活動にも生かし、環境にやさしい

りがモノづくりを通して培ってきたつばきのDNA「愚直

モノづくりを世界に広げることからも、持続的な成長を目

にコツコツ」の精神を、今後も継続させて環境活動にも

指します。

発揮していきたいと考えています。そしてさらに、｢環境｣
の視点から仕事の革新を行い、新しいビジネスチャンス

2008年9月

を創出し、持続的成長につなげることを目指します。

つばきグループでは、2000年に企業として取り組むべ
き環境理念と環境基本方針を掲げ、また、本年4月に私
たちのミッションステートメントを改めて見直し、その行
動指針の中に環境に配慮した私たちの姿勢を明文化し
ました。つばきグループでは、2010年度を達成年度とす
る中期環境目標を持っており、それに向かって着実に歩

代表取締役会長兼社長

んでいますが、2007年度のCO2 排出量は対前年度比で
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つばきグループの社会的責任
つばきグループの社会的責任の原点は、ミッション・ステートメントを実現し社会の信頼を得ることです。
健全性と透明性を確保しながら、ステークホルダーの皆様との関係を築いていきます。

つばきミッション・ステートメント
〜物づくり、夢づくり、世界の顧客と語り合う〜

Our Mission

私たちは、
「パワートランスミッション」
と
「マテリアルハンドリング」の
技術力を駆使して、世界の顧客に ベスト・バリュー を提供します。

Our Vision

私たちは世界の リーディング・カンパニー を目指します。
● 私たちは、お客さまに喜ばれるモノづくりを通して、 ● 私たちは、取引先と公平・公正で開かれた取引
社会・経済の発展に貢献します。
関係を築き、互いの繁栄・成長を目指します。

Our Value

● 私たちは、法令・企業倫理の順守と積極的な情報 ● 私たちは、ターゲット市場でNo.１を狙える事業の
開示により、社会の信頼・期待に応えます。
開発・育成を絶えず行います。

（企業行動指針） ● 私たちは、各地・各国の習慣をよく理解すると共に、 ● 私たちは、あらゆる事業活動において地球環境保全
2008 年 4 月 1 日改訂

良き企業市民として地域社会の発展に貢献します。

に配慮し、豊かな明日の社会づくりに貢献します。

● 私たちは、創造性とチャレンジ精神を発揮し、 ● 私たちは、国内外関係会社のグループ力を結集し、
スピーディーに行動します。
グローバルで革新的な経営を行います。

CSR推進センターの役割
椿本チエインＣＳＲ推進センターの役割は、ＣＳＲのベースである
健全性と透明性を確保し、それに基づく企業文化を醸成していくこ
とです。当センターでは、社会に対して義務を果たすだけでなく、能
動的な使命感、誇りを持って活動を展開しています。
2007年度は、つばきグループの内部統制システムを構築するた
めに、全業務の流れをフロー図で明確にし、業務の見える化を推進
するとともに、法令に基づく内部統制報告制度の整備を進めました。

C
S
R
推
進
セ
ン
タ
ー
の
役
割

倫理違反、
倫理
法令違反の撲滅と再発防止 …… ヘルプライン

健全性

業務の非効率、
ルール無視の発見と改善

…… 内部監査室

リスクマネジメントの実践 ……
環境に配慮した経営

透明性

法務課

…… 環境経営室

積極的でフェアな
情報開示とステークホルダーとの …… 広報・IR課
コミュニケーション強化

つばきグループを取り巻くステークホルダーとの関係
商品・サービスへの対価、
新技術、新商品のヒント

顧客

高品質、安全、低価格、
環境に優しい、実用性
の高い商品の提供

モノづくりのための
知恵・労働力
人権尊重、人材育成
生活を保証し、働き甲斐のある
イキイキとした職場の提供

資本の提供

事業活動する場所

地域社会

環境保全、経済効果、寄付、
ボランティア、地元住民の採用

法令遵守、納税

国・行政
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従業員

公正で自由な競争の場を
提供、社会秩序の維持

業績の向上、株価の上昇、
安定的な高配当、
株主価値の向上

株主・投資家

受注の継続、受注量の
確保、公正・公平な取引
原材料や部品などの納入

仕入先・取引先

環境ABCデータ123
コーポレー
ト・ガバナンス／コンプライアンス
つばきグループでは、
椿本チエインでは、
2004年度より環境会計を導入しました。環境省の
ミッション・ステートメントを実現するために、 「環境会計ガイドライン（2002年
コーポレートガバナンス、
版）」を参考に、環境保全に関わるコストと環境保全効果を定量的に把握することにより、
コンプライアンスへの取り組みを経営上の重要課題と位置づけています。
効率的な環境保

コーポレート・ガバナンス体制
椿本チエインでは、取締役のうちの1名を社外取締役、監査役

株

（4名）のうちの2名を社外監査役として、中立性・客観性を高め

主

総

選任・解任

会
選任・解任

選任・解任

た経営と経営の監視を実現しています。また資本市場に対して
は、当社制定のディスクロージャーポリシーに基づく適時・適切

取締役会

な情報開示を通して「経営の透明性」を確保する一方で、単なる

監選
督定
・
解
職
・

情報提供にとどまらず、積極的に経営に対する資本市場からの
フィードバックを取り入れる、
「双方向コミュニケーション」を推
進しています。
年2回の決算・経営戦略説明会では、プレゼンテーションの後に、
投資家やアナリストからの質疑応答や意見交換の時間を十分に
設けるほか、工場見学会・スモールミーティングなどを通して、グ

選
定
・
解
職
・
監
督

監査

会計監査人

監査役会

付
議
・
報
告

報告

代表取締役
報
告

報
告

監
査

会
計
監
査

経営会議

ループの役員や幹部職員が直接コミュニケーションできる機会
を増やしています。また株主総会終了後に経営計画説明会およ
び株主懇談会を開催。株主に対して当社側からの一方的な報告や
説明を行うだけでなく、貴重なご意見も十分にいただきながら、

執行役員

内部監査室

（業務執行）

監
査

直接的な対話ができるよう運営しています。

当社業務執行部門／関係会社

コンプライアンス
●企業倫理

● 個人情報保護

つばきグループでは、グループ共通の行動基準として2002年

国内グループ会社13社を対象に2005年4月に制定した｢個人

に倫理綱領を制定し、倫理ヘルプライン（相談窓口）を設置しまし

情報保護方針｣、｢個人情報取扱規定｣に基づき、情報セキュリティの

た。また、倫理綱領の周知徹底を目的として、2005年度以来、毎

強化も含め、つばきグループでは個人情報の保護に継続的に取り組

年2月に「企業倫理強化月間」を実施しています。

み、適切な取り扱いに万全を期しています。2007年度は、従業員

2007年度は2006年度に引き続き「社内ルールの順守とモラ
ルの向上」をテーマに、国内グループ会社13社に加え海外グルー

への教育研修の継続実施、内部監査の定期的実施など、個人情報保
護体制の一層の強化に努めました。

プ会社9社へも実施範囲を拡大しました。
実施項目

内容

ポスターの掲示

国内グループ会社13社および海外グループ
会社9社の各事業所に掲示。

意見投書箱の設置

国内グループ会社13社の各事業所に意見投
書箱を設置。投書件数：24件

職場ミーティング
の実施

国内グループ会社13社および海外グループ会社
9社の各職場で、倫理綱領の読み合わせ、身近な
ルール順守度チェックシートの確認、企業倫理に
ついての身近な問題の話し合いを実施。

● 法令順守状況
つばきグループでは、2006年度以降、国内グループ会社13社
が一丸となって構内請負・派遣の適正化のための改善に取り組み、
構内請負・派遣受入に対し、法令順守を徹底するよう努めていま
す。また、下請業者との取引において下請法を順守した公正な取引
を徹底するため、国内グループ会社13社の調達担当者を対象に下
請法研修を毎年定期的に実施しています。
● 情報セキュリティの強化
2005年度以降、営業秘密取扱・保全規程の改定、秘密保持誓約

企業倫理意識調
査アンケートの
実施

企業倫理全般に関する個人の意識および身近
なルールの順守度について、13項目の意識調
査とその集計・分析を実施。

英語版企業倫理
ハンドブックの配布

3,300部作成し、海外グループ会社8社に配布。

書の取得および電子情報セキュリティ規定の改定など、つばきグル
ープではセキュリティ強化の諸対策を実施しています。また、情報管
理ルールを徹底するため、パソコン・ＵＳＢメモリ・携帯電話の取り
扱いなどについて注意喚起を実施しています。
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座談会

サプライチェーン・マネジメントを
通じた環境保全と社会的責任経営
地球温暖化など、環境問題に対する企業の取り組みの重要性がますます高まる中、モノづくりにおいては、個々の
企業での対応はもとより、サプライチェーンとしての対応が必要です。つばきグループの重要なステークホルダーで
ある調達先様が、環境マネジメントや CSR に対して、どのような考えをお持ちなのか、さらにつばきグループに対
するご要望なども伺いながら、サプライチェーン全体のパフォーマンス向上への道筋を探りました。
座談会開催日：2008 年 7 月 3 日

調達先様の環境経営方針とその実践

高畑さん 我々は品質のTS16949を取得していますが、昨今の情勢か
ら、環境問題への取り組みを始めました。マニュアルを作成して、現在は、

司会

調達先様では環境について、日常どのような取り組みをされ

ているか、先ずこの点からお聞かせください。

各種環境パフォーマンスの原単位をほぼ把握したところにあり、来年2月
にはISO14001の認証を取得する予定です。企業として、環境、安全、
品質という3つの柱でやっていきたいですね。これは、社会、地域の方々

寺園さん 当社では、ISO9001を6年前、

と共生しながら、製造業が生き残る1つの道ではないかと考えています。

14001を3年前に認証取得しました。埼玉
の鶴ヶ島工場は、排水を流せない工場用地で

野 村 さん

したが、ダイカストの生産には水回りがつきも

ISO14001の認証未取得である当社にとっ

のです。ISO14001認証を取得することが、

てプレッシャーになります。我々は大阪市内に

皆 さ ん の お 話 は 、現 時 点 で

流せないならば活かす、使わない、出さない

拠点を構えていますが、昨今は近隣にマンシ

という取り組みにつながったのは良い点だっ

ョンが増えてきまして、騒音、一部の廃棄物な

たと思います。

ど、イメージ面でのリスクがあります。環境配

鹿村さん

ながら取り組んでいかなければならないと考えています。

慮製品なども含め、今後は社員の意識を高め
私が社長に就任した12年前は、大企業各社で環境マネ

ジメントシステムを確立して行く時期でした。その当時、取引先説
明会で環境の話になると興味をなくしていたのですが、環境マネジ

中村さん

メントを自社の問題として位置づけてからは真剣に取り組んで、

月にISO9001の認証審査を受ける予定です。環境はその後になり

2002 年にISO14001 の認証を取得しました。

ますが、排水の法規制が大きいものですから、それを守るという部

ISO14001 を取得するにあたり、環境配慮製品を主力に販売
し、お客様の環境保全活動を支えながら同時に売上げを上げるこ

私どもでは、整理･整頓から始めていましたが、今年10

分に力を入れています。皆さんにご指導をいただきながらやってい
きたいと思っています。

とを第一の目的・目標として進めてきました。今後は、システム自
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体のグレードアップが必要ですが、これを継続していこうと思って

司会 ISO14001について、椿本チエインの調達部門では調達先様

います。

にどのような指導をしているのですか。

西門

ISO14001の認証を取っていただくことで、確かに企業イメ

中村さん

六価クロムが問題になるのは、

ージが変わります。現在、調達先様の監査、評価手順書を見直してい

我々が扱う亜鉛メッキです。メッキ後の処理

るのですが、その項目に環境保全活動を追加しています。これによっ

に使用する六価クロムは絶対に三価クロムに

て、少しでも環境に対する意識を高めていただけたらと考えています。

変えなくてはなりません。また、許容範囲内
ですが無電解メッキにも鉛を使っていますの

古川

自動車部品事業部では、調達先様に

で、当社では、今期末までには鉛を含まない

もISO9001の認証取得をお願いしていま

無電解メッキを提供させていただく予定です。

す。カーメーカーから要請のある様々な有
つばきグループでは、欧州のRoHS*2、ELVの規制への対応

害化学物質規制の遵守を行うと共に、特に

司会

欧州ではELV*1 規制がありますので、それ

を進めています。調達先様でも材料メーカーまでさかのぼるネット

は必ず守っていただくよう調達先様に積極

ワークが無いと、対応が難しいのではないですか。

的に働きかけています。ISO14001はそ
れらの延長で、各調達先様に考えてもらっています。

高畑さん

ほとんど新日鐵さんの材料を使っていますが、それは明

確に調査をしていただきました。メッキ処理製品については、帝国イ

有害化学物質管理への対応とグリーン調達

オンさんのお話のとおり、我々が言う前にほとんどが六価クロムか
ら三価クロムへと変わってきています。そのため、特に困ったこと
はありませんでした。

司会 つばきグループが環境保全に取り組む中で重点を置いている
のは有害化学物質で、取引先様向けには、調達品に含有する有害化
学物質の含有制限管理基準をホームページにも公開しています。こ

鹿村さん 当社のような商社では、有害化学物質は製品そのもので

れに沿って調査や化学物質の削減を進める体制を作っているわけで

はなく、梱包やラベルが関わってくると思います。製品自体について

すが、実際の現場ではどのように運用が進んでいますか？

は、椿本チエインさんの有害化学物質規制ガイドラインをメーカーさ
んに示して、規制範囲内で対応をお願いする一方、椿本チエインさん
には不含証明書を出しています。

古川 自動車部品事業部では、新規の調達案件については、すべて調
達課で特定有害化学物質の含有状況をチェックします。また、継続し
て納入されているものについては、2008年3月に80数社の調達先

野村さん 今は、メーカーさんもかなり神経を使われていますので、

様すべてに調査を依頼し、不含証明書をいただいています。特に、カ

有害化学物質は法規制面で問題がないと思います。しかし、特に古

ーメーカーと二輪メーカー向けの製品は、ELVに対応するため、六

い在庫品に含まれている可能性がありますので、その点は都度確認

価クロムから三価クロムへ切り替えや鉛フリーをお願いしています。

注意して、該当する場合は廃棄しています。

メンバー紹介
a 司会 市川光一
（株）椿本チエイン
CSR推進センター
環境経営室 室長

A

b 西門秀夫

c 古川昌男

（株）椿本チエイン
チェーン事業部
VE･調達課長

（株）椿本チエイン
自動車部品事業部
調達課長

a

c

中村 孝司さん

E

帝国イオン株式会社（大阪府）

b

代表取締役社長

代表取締役社長
当社は金型を自社で作りながら、プレス加工、
樹脂加工の両方の技術を活かして、メキシコに
も工場があります。椿本チエインさんにはタ
イミングチェーンシステムのレバーガイドのア
ッセンブリーも含めご提供しています。

当社はメッキ専門企業として40年の歴史が
あります。現在は機械加工の工場を持ち、機
械加工からメッキまでの一貫生産ができるこ
とにより、メッキの品質、精度を高められるこ
とが強みです。
A

B

B

野村 武司さん

軸受け、オイルシール、チェーン、その他機械部
品を販売する卸売り商社で、2年後に創業70周
年を迎えます。環境マネジメントの取り組みにつ
いては今我々ができる形でぜひ進めていきたい
と考えています。

D

E

D

ダイジク株式会社（大阪府）
代表取締役社長

C

高畑 昭さん

清水工業株式会社（新潟県）

寺園 智樹さん

株式会社テラダイ（埼玉県）

C

鹿村 隆明さん

代表取締役社長
材料から完成品までの一貫生産を当初から目指
している、ダイカスト業の会社です。中国の大連
代表取締役社長
当社は東大阪で機械工具商社として幅広い製品を取り扱っています。 に精密加工および組立、検査、梱包の体制を取
最近は環境配慮製品を当社のメインの一つとしてお客様に提供する る法人設立を4月に済ませたばかりです。
ことにより、お客様の会社の環境をよくすることを目指しています。
株式会社三和精密（大阪府）
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座談会

西門 お客様からは、製品に、有害化学物質

も出てきます。環境配慮製品の提案ではコスト低減に終始するので

が含有していないかという問い合わせが多

はなく、効率とコストの総合的な比較を共同でさせていただければ、

いです。チェーン事業部は、いろいろな種類

おもしろい発見があるのではないかと考えています。

のチェーンを作っていますので、一つひとつ

我々の環境配慮製品は、その１つが廃棄物、廃油、廃水などをいか

含有調査するには大変なコストがかかりま

にきれいにするか、出さないようにするかです。納入した機械をき

す。また、不含証明書に測定データを付けて

ちんと維持管理しながら、改良していく努力をお客様と一緒になっ

欲しいと言われることもあります。そうな

てやる必要もあり、その点は我々のような普段出入りを行っている

ると調査費用をどこが負担するのかという問題が出てきます。

商社に向いています。お互いが切磋琢磨し、一緒にモノをつくりあげ

調達先様には、品質と同様、環境に対してもトレーサビリティを意

るパートナーになることを願っています。

識していただきたいと思います。
野村さん

供給の中でコストなどを考えるためには、今まで以上に

古川 自動車部品事業部の製品はカーメーカーさんに納品しますの

情報提供、情報共有をしていくことで、もっと良くなると思います。

で、QCD*3 のバランスの取れた所から調達しなくてはなりません。

軸受け１つでも多くの種類がありますので、この使用環境ならば、こ

体力のない所に対しては調達課として環境予算を取って調査費用を

ちらの方がいいというように用途にマッチしたさまざまな提案がで

負担しています。

きると思います。

司会 有害化学物質については、椿本チエインのお客様から強い削

中村さん

減要望があり、それを受けて調達先様へお願いしなければならない

テープなど、いろいろと工夫しています。最初からわかっていれば、

立場で、それによってサプライチェーンが成り立っています。椿本チ

メッキ屋のアイデアで加工時間の短縮やごみが出ない処理などでき

エインのグリーン調達ガイドラインは、それほど多岐に及ぶものでは

ることもあります。早い段階からお教えいただけたらと思います。

当社では部分メッキをしますが、それをバッキングする

なく、調達先様に対する「調査」
「提案」について最低限のお願いが決
めてあります。調達先様はこれをうまくビジネスに利用し、環境配慮

高畑さん

という切り口で椿本チエインに調達品のご提案を行って頂きたいと

10年間は、ずっと椿本チエインさんの真似

考えています。

をしてきました。品質管理をはじめ、いろい

我々は弱小企業ですので、この

ろと教えていただいたことで、今の清水工

パートナーシップを築く

業が生まれてきたのだと大変感謝していま
す。私どもは、プレス、樹脂と両方の技術を

司会

次に、調達先様から椿本チエインに対するご要望を伺いたい

持っており、モノを作る最初の段階から多

と思います。日頃お付き合いいただく中で、もっとこうすれば良いと

少のアドバイスができると思います。また、単品からアッセンブリー

いうご意見はありませんか。

納入になれば、
トータルでは効率が出るのではないかと思います。

寺園さん 環境に関しては言われる前に取り組んできましたが、今考え

司会 調達課長から調達先様に対してのご意見・ご要望がありますか。

ればもっと厳しく指導して頂いてキャッチボールがしたかったと思います。
古川 不良の中には、機能・性能には関係ない不良もありますので、これ
鹿村さん

我々は機械工具商社として、様々な環境配慮製品を提案

することができます。しかし、それはコストアップにつながることが

は使えるのではないかというものをぜひ提案していただきたいと思いま
す。それによって、良品比率が上がり、廃棄物も減ってくると思います。

あります。一方で、人件費が下がる、油の購入が減るなどのメリット
西門 パートナーシップという話題がありましたが、皆さんのおっしゃる
とおり、設計段階でのコミュニケーションが少ないと思います。お客様か
らの依頼に対して設計者は図面を起こすことで精一杯、問い合わせる間
もないという現状です。
今は、原材料や調達品が高騰していますので、コストダウンのためにい
かにむだを排除するかというのも重要です。これまでなかなか変えられ
なかったことがあると思いますが、一方通行にならないように各部門と
調整していきますので、今後ともご提案いただきたいと思います。

サプライチェーンのCSR：
大企業と中小企業のギャップ
司会

皆さんが会社を経営する中で取り組まれている技術の伝承、

製品安全、労働安全などに関してお話を伺いたいと思います。

7

寺園さん 当社の会社理念は、お客様・取引先・地域社会・従業員で、

司会

最後に企業の輪ということを掲げており、地域社会を大変意識して

アドバイスはできますので、うまく活用していただきたいと思いま

います。最近では、安全関係の工業団体を含め、積極的に交流してお

す。これらについて椿本チエインも調達先様に対して、何ができるか

り、できるだけ従業員にもそのような催し物や地域のお祭りなどへ

が問われますが、今はそのネットワーク、伝達方法があまりありませ

の参加を促しています。

ん。これは、今後ぜひ取り組んでいきたいと思います。

野村さん 我々商社は人が資源ですので、人財の確保が重要です。現在

西門

従業員は85名で、団塊の世代も増え、20〜30代は毎年2、3名入社し

工グループ活動（9月度実施）では、調達先様の安全に役立ててもら

ているものの、40代くらいの中間層が少なく、60歳定年制ですが、健康

おうという趣旨で、椿本チエインの安全対策事例を紹介します。設

状態を確認しながら契約の形で経験と意欲のある方を継続雇用していま

備投資が難しい場面もあると思いますが、意識を持ってもらうこと

す。営業は対面のお付き合いが欠かせません。一方で、若い層の教育に

で、整理・整頓をベースに安全面も改善されるのではないでしょう

は時間もかかります。60歳を迎えた方の経験をうまく活かしながら人と

か。ぜひ、このような部会を活用していただきたいと思います。

我々としては、ISO認証取得ノウハウやCSRに関する協力・

定期的に調達先様による部会を開催しています。例えば、加

の繋がりを重視して、営業技術の伝承を図っていきたいと思っています。
古川 埼玉工場でも同じです。せっかく集まるのですから、こういう
高畑さん 当社も同様です。軽作業ですので、定年を65歳に延長し

時間を活かしたいですね。さらに、自動車部品事業部では、毎月調

て、さらに定年後も勤めたいという人は嘱託として採用しており、最

達先様の重点10社および、その他の調達先様を定期的に訪問し、品

高齢では75歳の人が働いています。皆さん、元気で多くのノウハウ

質や安全に関する確認を実施しています。今後は環境やCSRという

を持っておられます。若い従業員とも一緒に仕事をすることで、お互

こともお伝えしていきたいと思います。

い良い刺激になっているようです。
プレス、樹脂加工をしている当社の技術は金型が命です。金型の

司会 椿本チエインがやってきたことはつ

設計に関しては標準化はもちろんですが、経験や勘も加えながら

ばきグループに広げてきました。今はその

100％自社生産を方針として進めています。経験や勘というものも

幅をもっと広げ、サプライチェーンの上流

技術の伝承が重要と考えています。

から下流までを見る段階にきています。そ
の１つである調達先様には今後もご協力の

鹿村さん 大企業では、お金と人、時間を使

ほどよろしくお願いいたします。本日は、あ

ってCSRを導入されていますが、我々中小

りがとうございました。

企業では、その点はまったく分かりません。
大企業さんはそこまでやっているのかと驚

*1 ELV: p.21参照 *2 RoHS: p.21参照
*3 QCD: 品質、コスト、納期

きます。そのような大企業とその下請、調
達先として関係している中小企業との考え
方のギャップがますます開いていることを
感じます。そういうギャップを埋めるためにも、どのような活動をさ
れているのかをぜひ、教えていただきたいと思います。
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特 集

自動車エンジンの進化

タイミングドライブ
タイミングドライブシステムとその進化
タイミングドライブシステムとは、自動車エンジンのクランク軸の回転を
カム軸へ同期駆動させ、吸排気バルブの開閉タイミングを確保するもので、
自動車エンジンの性能を左右する重要な機能を担っています。
タイミングドライブシステムは、大きく分けてチェーンドライブとベルトド
ライブがあります。1960年代のモータリゼーション期では2列のチェーン
を使用していましたが、オイルショック後はベルトが用いられる時期もありま
した。現在は、エンジンの高性能化、コンパクト化、長寿命化のニーズに対
応して、新しい1列チェーンのドライブ方式が主流となっています。
チェーンドライブには、ローラチェーンやサイレントチェーンがあり、耐久
性、静粛性、コンパクト性などそれぞれの特長があります。
ハイブリットエンジンにも使用されているタイミングドライブチェーンシス
テム。今後ともエンジンのニーズに応えながら、環境性能などの向上に向け
てさらなる進化を図ろうとしています。

ライ
ド
グ
ン
タ イミ

ブ

変
の
ム
テ
シス

遷

タイミングベルト
歯付ベルトの性能向上により
軽量化や騒音低減を目的とし
て自動車用エンジンに採用
タイミングベルト
ドライブシステム

オートテンショナ

カムプーリ

タイミング
ベルト

ローラチェーン
当時の主力チェーンはピッチ9.525mm
2列のローラチェーン

クランクプーリ

オートテンショナ・アイドラ

自動車エンジンの
ニーズ
社会潮流／背景

2列ローラチェーンの成熟期

ベルト化の進展

ベルトの隆盛期

耐久性の向上

排ガス対策

エンジン高性能化

モータリゼーション

オイルショック

バブル景気

年代

9

プーリ

年代

年代

に貢献する

システム
チェーンの性能

エンジンのニーズ

・ 小形軽量
・ フリクション低減
・ 摩耗伸び低減
・ 低騒音
・ 高強度化

・ 高性能
・長寿命／メンテナンスフリー
・ 軽量／コンパクト
・ 静寂性
・ 燃費向上／排ガス改善

ローラチェーン

サイレントチェーン

耐久性能の向上など新たな技術を投入し、
1 列化に成功。かつ従来のチェーンピッチ
9.525mmから8mmまでダウンサイジング

環境 にやさしい
チェーンドライブシステム

騒音性能向上のため、6.35mmの
小ピッチサイレントチェーンを開発

タイミングチェーン
ドライブシステム
タイミングチェーン
カムスプロケット

ガイド

自動車のエンジンは革新的に変化しています。

テンショナ
レバー

環境性能の向上もその1つで、燃費向上によるCO2 排出量の低
減を始めとした環境対応が進んでおり、タイミングドライブシ
ステムのチェーン化は、エンジンのニーズに貢献しています。

クランクスプロケット

● チェーンにすることによりエンジンの幅が狭く抑えられて車

全体の小形軽量化に貢献しています。
● チェーンの長寿命化を活かして、エンジン燃焼室の省燃費設

計を可能にしています。
● チェーンの耐蝕性向上により、CO 2 低減効果のあるバイオ

マス燃料への対応性に貢献しています。

スプロケット

テンショナ

レバー・ガイド

チェーンへの回帰（1列チェーン）

環境性能の追求 高性能１列チェーンの拡大

エンジン信頼性向上

燃費向上・環境性能の追求

景気低迷（失われた10年）

環境意識の高揚

年代

年代
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環境配慮製品
小形化、軽量化、高効率化、長寿命化など、お客様のニーズに応えるつばき製品の絶え間ない進化は、
環境配慮につながっています。

製品の環境配慮概念
この概念に沿って、つばきグループでは開発・設計時のしくみ

つばきグループ製品の環境配慮概念は、製品を使用すること
によって環境負荷低減になるものと、製品自体がお客様の環境

づくりなどを行い、加えてグループ各社で設定する環境配慮基

改善につながるものからなり、これらを 7 項目に分けています。

準をクリアすることを大きな柱にしています。

環境配慮項目

製品仕様の定義

効果
小形軽量化、無給油、長寿命、

省資源・廃棄物排出量低減

資源使用量の削減、リサイクル、長寿命化などを行い、資源の節約につなげること

省エネルギー･CO2 排出量の低減

エネルギー使用の低減、CO2 削減につなげること

低フリクション、高効率、小形軽量化

清潔な職場・使用環境づくり

お客様の職場環境・使用環境などの改善につなげること

無給油、低発塵、こぼれ防止

周辺環境への配慮

お客様の事業所の近隣、周辺の一般生活環境へ配慮すること

公害防止、低騒音、低振動、低悪臭

廃棄の容易さ

リサイクル性、分別性などの向上により環境配慮を支援すること

同種材料、分解容易

リユース

製品回収後に部品の一部などを再利用すること

製品再利用

有害物質への配慮

お客様の要求に沿った削減を含めて有害化学物質の排除を行うこと

有害化学物質低減、食性グリース活用

廃棄物低減、リサイクル、残留防止

ジップチェーンリフタ
環境配慮項目……
ジップチェーンは、つばきのチェーン技術を駆使
した押し引きができる独自のチェーンで、2本のチ
ェーンをジッパーのように噛み合わせることにより、
１本の強固な棒状になります。
ジップチェーンリフタは、ジップチェーンにより直
接昇降推力を伝達する画期的なリフタで、従来の電
動・油圧リフタに比べ、3〜10倍の高速運転を実現
しました。また、駆動力を効率的に伝動するため高
頻度運転が可能となり、
「より高速、高頻度に」という

ジップチェーンリフタ

ユーザーの要望に応え、様々な生産ラインの生産性
向上に貢献できます。また、従来の油圧シリンダ方

特

長

式に比べ約20％の消費電力削減、油圧タンクが不

●従来の油圧シリンダ方式に比べ約20％の消費電力削減

要なためメンテナンスも大幅に削減できるなど、省

●メンテナンス容易

エネルギー、環境改善に役立ちます。

●従来の油圧シリンダ方式に比べ約20％の消費電力削減

特に、組立てラインや塗装ラインなど、高速昇降

●従来の電動・油圧リフタに比べ、3〜10倍の高速運転

や前後の設備との同期が必要とされる生産ラインに

●高頻度運転が可能

最適であり、すでに自動車工場の昇降装置として

●駆動力が無駄なく伝わる機構

100台以上が稼働中です。

●モータの回転速度に比例した一定の昇降速度
●高い繰り返し位置決め精度
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つばき384チューブ

容器ピッキング装置
（4℃環境）

保管庫
（-20℃環境）

環境配慮項目……
創薬研究では、試験用化合物の保管容器としてチ
ューブを用います。つばき384チューブは、従来品
に比べ容器容積を約1/12としました。冷凍自動保
管庫「ラボストッカ」につばき384チューブを用いる
システムの環境配慮の特長は以下の通りです。
● 省スペース化により冷凍機能力を抑制でき電力消
つばき384チューブを用いた
冷凍自動倉庫「ラボストッカ」

費量を削減
● 化合物や容器の廃棄容量の削減

投入/取出口

● 自動保管庫の小形化による省資源、設置スペース
つばき384チューブ
（シール式）

の削減
またつばき384チューブは小形サイズですが、底面

従来のチューブ

にデータ管理用2次元コードを印字しており、自動

キャップ

ピッキング、化合物の分注作業、キャップ封入のシー
ル性を考慮した形状です。
つばき384チューブ
（キャップ式）

ウルトラＰＸベルト
ＨＣ仕様
環境配慮項目……
「ウルトラＰＸベルト ＨＣ仕様」は、従来品比2倍
以上の伝動能力を有する高強度タイミングベルトで
す。高強度化によりベルトの小形化を可能にすると

ウルトラPXベルトHC仕様

同時に、大幅な長寿命化を実現しました。さらに低
発塵仕様の歯布を採用し、運転時に発生する磨耗粉
の量を極限まで抑えたことにより、装置周辺の美化、

ウルトラPXベルトHC仕様使用イメージ

作業環境改善にもつながっています。

特

長

● 高強度化、長寿命化による省スペース、省資源
● 小形化によるエネルギー使用の低減
● 低発塵によるクリーンな伝動

スライドユニットでの使用例

プレス機での使用例
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環境配慮製品

減速機
標準品がRoHS指令対応に
環境配慮項目……
ツバキエマソンの減速機は、小形設計、アルミダ
イカストによる軽量化、フェルト仕様による油漏れ対
策、グリース封入によるメンテナンス容易性など、さ
まざまな側面で環境に配慮した製品です。
また、2008年6月より減速機の標準品（一部機種
を除く）において、RoHS指令＊1 への対応を完了し
ました。RoHS指令の規制対象である特定有害化学
物質を含む部品を使用せず（支給モータ等は除く）、
環境に配慮した製品の提供に努めています。
＊1 RoHS指令：P.21用語説明参照

ツバキエマソンの減速機

ケーブルベヤTKR＊2 形
（愛称：パンタムケーブルベヤ）

ケーブルベヤとは、本体内に電線ケーブルやホースを収納し、移動する装置
と固定端の間のケーブルホースを確実に支持案内保護する装置です。
椿本チエインは、チェーン式のケーブル・ホース支持案内装置のリーディン
グカンパニーとして常に高性能・高品質のケーブルベヤと充実したサービスを

環境配慮項目……

お客様に提供しています。
ケーブルベヤTKR形は、従来のリンク構造を一新したスナップフィット構造
で、ピンとピン孔部の摺動摩耗がなく、極めて低騒音で、低発塵の特長があり、
高速ロボットや、クリーン雰囲気でのケーブル・ホース支持案内に最適です。

ケーブルベヤ騒音比較

ケーブルベヤ発塵特性

db
dB
（A）
70

65

60
50

ケーブルベヤTKR形

50〜100
55
45

40
30

発
塵
比
率
15〜30

20
10
0

射出成形機の取
り出しロボットに
使用されたケー
ブルベヤ
＊2 TKR：つばきケーブルベヤ・レボリューションの略
＊3 TKP：つばきケーブルベヤ・プラスチックの略
パンタムケーブルベヤ：パンサー（動物）
とクオンタム（革新の
意味）の合成語。低騒音、低発塵のイ
メージをパンサーと結びつけたもの。
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特
長

5〜10

従来品
他社
新商品
TKP＊3形 低騒音タイプ TKR形

従来品
他社
新商品
TKP＊3形 低発塵タイプ TKR形

低騒音

低発塵

ショートピッチで樹脂のたわみを利用
して屈曲するため、従来のリンク構造
プラケーブルベヤ（TKP 形）に比べ、
20dBも低騒音です。

ピンとピン孔部の摺動摩擦がありませ
ん。さらに耐摩耗性に優れた高摺動性
材料を使用しているために摩耗粉の発
生が極めて少ないです。

タイミングチェーン
ドライブシステム
環境配慮項目……
椿本チエインのタイミングチェーンドライブシステ
ムは「環境にやさしいエンジン」に対応すべく日々進
化を続けています。排ガス規制や燃費向上のニーズ
に対し、より高性能・高精度のシステムを世界中の自
動車メーカーへ提案し、地球規模の環境負荷低減に
貢献しています。2006 年度には ELV 指令＊4 で指定
されている有害物質への対応を完了しています。

自動車エンジンでの使用例

＊4 ELV指令：P.21用語説明参照

●タイミングチェーンドライブシステムの構造

カム軸

テンショナ ＊5
● 軽 量 化……………アルミボディ
● 低フリクション化…低オイル消費
＊5 チェーンに適切な張りを与え、チェーンの振動
と騒音を抑制する機能を持つ

レバー・ガイド ＊6
● 軽量化・リサイクル化…プラスチック化
● 低フリクション化………摩擦低減材
＊6 チェーンの走行ラインを保つとともに、チェーンの振動や
騒音を制御する機能を持つ

チェーン
● 軽量化…… 8mm ピッチ高強度チェーン
● 低フリクション化
……リンクプレート端面の粗さ対策チェーン
● 低騒音……スーパーサイレントチェーン
● 長寿命化…摩耗伸び低減チェーン

クランク軸

製品のエコ評価
つばきグループでは、製品の環境配慮レベルを独自の方法で評価
しています。評価は、製品の環境配慮概念の分類（P.11参照）
に基
づいて、
「評価マニュアル」による環境配慮項目の特定と配慮レベル
の数値化を行い、所定の基準をクリアしたときに「エコ製品」
と呼ぶ
こととし、2006度より運用を開始しています。2007年度はグル
ープの既存製品のエコ評価を実施し、エコ製品の特定作業を実施し
ました。
製品のエコ評価に関しては、実用レベルに至るまでに課題も多く
ありますが、この評価制度の信頼性、客観性を向上させる改善や、新
製品開発とのタイアップなどを行いながら、お客様に信頼され、社
会にも貢献できるエコ製品を提示していくことを目指しています。

製品のエコ評価マニュアル
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環境目標・実績
環境に関する実績を公表し、課題を明確にして目標を打ち立てることで、
それぞれの施策を成果に結び付け持続可能な社会の実現に寄与していきます。

環境経営室長のコメント
つばきグループでは、CO2 排出削減、廃棄物の再資源化に数値目標を設定していますが、2007年度はグルー
プ全体のCO2 総排出実績が対前年度比8.7％増加（原単位では1.5％増加）となりました。これは、つばきグルー
プの各事業所で改善を確実に進めたものの、生産時にエネルギーを多く使用する製品が増えたり、工場建屋の増
設で新旧建屋が並行稼働するなどの非効率さによるもので、現在はその是正を進めているところです。また、廃棄
物は総量で8.3％増加しましたが、再資源化率を96.7％（年度末時点）とし、ゼロエミッションまであと一歩に迫
りました。これを達成させ、次の目標に向かってさらなる向上を図りたいと考えています。
つばきグループでは国内全事業所がISO14001認証を取得しています。今後も法的対応などの基本的な部分

環境経営室
市川 光一

室長

を確実に行いながら、環境マネジメントのグローバル化を積極的に進めます。
環境会計は、今回よりツバキ山久チエインを加え、国内の主要製造グループ会社が全て対象となりました。これ
からつばきグループとして集計精度向上などの課題対応を行いながら、環境保全活動に関わるコストパフォーマン
スの改善に努めます。

● 2007 年度環境目標・実績
項目

2007年度環境目標

2007年度実績

評価

省エネルギーの推進

年間エネルギー使用量を原単位で削減する
（対前年度比１％削減）

対前年度比で増加

廃棄物等排出量の削減

廃棄物の再資源化率の向上
（年度末93％以上）

総量は対前年度比で増加したが、
再資源化率は96.7％（年度末時点）に向上

化学物質の使用低減

ＰＲＴＲ法の届出対象物質の削減

大気排出量が3.7%増加。移動量は8.1%増加

エコ評価制度の運用

エコ評価システムの運用

グループ内で製造している製品のエコ評価を実施

グリーン調達の推進

グリーン調達ガイドラインの運用

製品への有害化学物質の含有制限見直しと周知

環境マネジメントのグローバル化

海外グループ会社に対する
環境マネジメント方針の発行

現状を把握し、環境マネジメント方針を発行した
：目標を達成

：目標を未達成

●主要な環境パフォーマンス指標等の推移

INPUT

2004年度
原材料（ｔ）
エネルギー使用量
（GJ)
水使用量（千ｍ3）

OUTPUT

2006年度

2007年度

62,637

67,880

69,413

77,095

1,438,474

1,385,890

1,395,424

1,512,069

443

433

497

486

本報告書の掲載ページ

17
17,19
17

60,727

59,317

58,261

63,320

17,19

一般廃棄物（ｔ）

423

592

655

690

17,20

産業廃棄物（ｔ）

4,808

5,248

5,561

6,045

17,20

リサイクル（ｔ）

3,499

4,643

5,551

6,295

17

CO2 排出量（ｔ-CO2）

再資源化率（％）
有価物（ｔ）
PRTR法による有害化学物質
排出量・移動量（ｔ）
連結売上高（億円）
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2005年度

20

66.9

79.5

89.3

93.5

―

19,114

22,743

24,809

17,23

155

164

165

174

17,22

1,295

1,477

1,557

1,672

1

環境マネジメント
つばきグループでは、環境理念・環境基本方針に基づき、
環境マネジメント体制を構築し、ISO14001の認証取得を進めています。

環境理念

つばきグループは、地球環境の保全が人類共通の最重要課題のひとつであることを認識し、
「あらゆる事業活動において環境に配慮し、モノづくりを通じて社会に貢献する」ことを目指します。

環境
基本方針

1 事業活動、製品、サービスがかかわる環境への影響を認識し、地球環境保全の視点からリーディング
●
カンパニーとして創造性をもって環境負荷低減に取り組みます。
2
● 環境保全のための組織を整備し、環境マネジメントシステムを運用し、継続的改善および汚染の予防を行います。
3 環境関連法令、ルールを順守しステークホルダーとの円滑な関係を目指します。
●
4 環境教育、社内広報活動などを通じて、つばきグループのために働く全ての人の地球環境保全に
●
対する意識向上を図ります。
（2007 年 4 月 1 日改定）

推進体制

環境内部監査

つばきグループの環境マネジメントは、椿本チエイン社長をトッ

各事業所では、社内認定された環境内部監査員による内部監査を

プにした体制の下、
「つばきグループ環境委員会」を中心に推進して

定期的に実施し、環境マネジメントシステムの効果的な運用状況や、

います。環境委員会は、椿本チエインの CSR 推進センター長を委

法令・規程などの順守状況についての確認を行っています。その結

員長に、工場長、事業部長およびグループ各社の代表者で構成され、

果、是正や改善が必要な場合は

つばきグループの環境課題に対応しています。

計画的に是正し、環境マネジメ
ントレビューに反映させてシス

環境マネジメント体制（組織図）
社 長

テムの維持・改善につなげてい
ます。これを効果的に行うた

つばきグループ環境委員会
事務局（環境経営室）

め、環境内部監査員の養成・ブ

ワーキンググループ

ラッシュアップなどを積極的に
進めています。

椿本チエイン
本社部門・各工場（各事業部）

国内
グループ会社

内部監査風景（ツバキ山久チエイン）

海外
グループ会社

環境マネジメントシステム構築状況
つばきグループでは、環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）構築を
積極的に進めています。これまで、国内全13事業所および、海外

● ISO14001 認証取得事業所
認証登録年月

国内認証取得事業所

2001年09月

株式会社椿本チエイン

2001年09月

株式会社椿本鋳工

ました。このことから、ISO14001をツールとしたグループ全体

2001年11月

椿本メイフラン株式会社

のＥＭＳ活動を積極的に推し進めています。

2002年09月

株式会社椿本マシナリー（支社・営業所16サイト一括）

2003年01月

株式会社椿本カスタムチエン
（2006年6月京田辺工場へ統合）

2003年09月

株式会社椿本チエイン

2003年09月

株式会社ツバキサポートセンター

の5事業所がISO14001認証を取得し、環境経営のベースを築き

●海外グループ会社を含めた環境保全を開始

埼玉工場

京田辺工場

地球温暖化防止をはじめとする環境保全活動には、グローバルな

2003年12月

株式会社椿本スプロケット

対応が強く求められていることを認識し、つばきグループは環境経

2004年01月

椿本西日本株式会社

営の視点から、海外グループ会社を含めた環境保全活動を開始して

2004年08月

株式会社北海道椿本チエイン

2004年10月

新興製機株式会社

2004年11月

株式会社椿本バルクシステム

2004年12月

株式会社ツバキエマソン

2008年09月

ツバキ山久チエイン株式会社

います。
2007年度は海外グループ各社の現状や問題点の把握などを行
い、
「 海 外 グ ル ー プ 会 社 に 対 す る 環 境 マ ネ ジ メ ント 方 針 」
（ Environment Management Policy for Overseas Group

認証登録年月

海外認証取得事業所

Companies）を定めて、環境保全活動をグローバルに進めていく

2002年08月

U.S. Tsubaki, Inc.

ことを確認しました。

2004年02月

Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co,. Ltd.

2004年04月

Tsubakimoto U.K. Ltd.

2005年10月

Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd.

2007年01月

台湾椿本股

有限公司

2006年8月に本社・支社を椿本チエイン京田辺工場、埼玉工場の認証範囲に加えました。
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エネルギーや物質の流れ
事業活動に伴う環境負荷の低減のため、
製品の製造プロセスにおける環境への影響のデータを集計、把握しています。

INPUT
原材料

OUTPUT

77,095t

エネルギー
電力・・・・・・・・・・・・・・・・・・126,483千/kwh
重油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,371kL
都市ガス・・・・・・・・・・・・・・・3,291千m

3

製
造
プ
ロ
セ
ス

製品総生産高

94,457百万円

有価物

24,809t

産業廃棄物

リサイクル

6,295t

6,045t
一般廃棄物

（コジェネを除く）

690t

都市ガス・・・・・・・・・・・・・・・1,120千m

3

その他 ・・・・

440t

・
・

（コジェネ用）

ブタンガス・・・・・・・・・・・・・・・577t
プロパンガス・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
52千m

PRTR法による有害化学物質

ガソリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68kL

排出量・移動量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・174t

3

灯油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66kL
CO2

軽油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14kL

大気への排出
CO2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63,320t-CO2

用水

486千m

3

水域への排出

（486千m ）
3

パフォーマンスデータ集計範囲：
（株）椿本チエイン（京田辺工場・埼玉工場）
（
、株）
ツバキエマソン、
（株）椿本カスタムチエン、
（株）椿本スプロケット、
（株）椿本バルクシステム、
椿本メイフラン（株）
（
、株）椿本鋳工、ツバキ山久チエイン（株）
集計対象期間：2007年4月1日〜2008年3月31日
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環境教育・緊急時対応
従業員の環境に対する意識向上、また緊急事態への対策のため、さまざまな教育や訓練を行っています。

環境教育の実施状況
●環境強化月間の開催

つばきグループでは、従業員の環境
意識向上を図るため、教育訓練を積極

つばきグループでは「つばきグループ環境強化月間」を2008年

的に実施しています。環境関連の資格

度から設定し、全員の環境保全への意識を高め、行動への契機とす

取得奨励のほか、入社時の環境教育で

るためにさまざまな行事や活動を行いました。初年度はグループ

環境保全ポスターを作成したり、環境

共通の環境教育を主眼において、独自の教育活動を実施しました。

特定業務に従事する従業員への教育や

また環境月間にちなんだ自治体の各種行事にも積極的に参加し、

資格認定を行い、環境保全や汚染防止

社会貢献、環境コミュニケーションを行いました。

の技術や知識を確保しています。
2008年度は、つばきグループで働
く従業員全員に対し、共通の環境知識、
意識向上を図るために、独自の「環境教

新入社員による環境保全ポスター

育カード」による教育を行いました。

飯能市の主催する森の幼稚園
（公園）作りへ参加

●環境講演会
つばきグループでは、毎年7月に経営幹部研修会を行っています。
2008年度は「持続的成長」をテーマとし、その一環で、マサチュー
「環境教育カード」
による教育風景
（埼玉工場）

セッツ工科大学客員教授の庄司幹雄先生をお招きして環境講演会
「低炭素社会と企業の取り組み」を行いました。
講演は先生の幅広い知識と経験に基づいたもので、色々な切り口
で化石燃料に頼らない社
会、それに頼っている現状
を分析しながら、社会構造
を変える必要性をご説明い
ただき、120名の参加者全
員が意を新たに、環境配慮

「環境教育カード」による教育風景
（ツバキエマソン）

の必要性を再認識しました。
環境講演会（京田辺工場）

環境関連の法規制などの順守

緊急時対応の状況
事故・災害などの緊急事態へ速やかに対応するために、各事業所

環境関連の法規制などは、それぞれの事業所で関連する法令を特

ではそのための体制・手順の確認を行うとともに、必要な備品を準

定し、定期的に制定・改定などの最新版管理を行っています。これ

備し、保管場所を定めています。また、ISO14001の要求事項に

らの手順は環境マネジメントシステムの中で決められたルールに沿っ

沿って予防処置、緩和処置を含め、避難訓練や消防訓練などを定期

て行っています。

的に実施しています。

苦情への対応
各事業所の環境課題や苦情などの状況把握は、定期的につばきグ
ループ環境委員会で行っています。個々の対応はそれぞれの事業所
単位で行っていますが、それらの動きは環境委員会へ具体的に報告
されます。
油漏洩対応訓練風景
（ツバキ山久チエイン）

消防訓練風景（埼玉工場）
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地球温暖化対策
製造段階での効率性向上、また冷暖房に関する取り組みや物流における取り組みなど、
さまざまな角度から地球温暖化対策を行っています。

CO2 排出量の削減
つばきグループでは2005年度を基準年度として、2010年度に
CO2 排出量の5％削減
（原単位ベース）
を目指しています。2006年
度は好成績でしたが、2007年度は、各事業所で生産拡大に伴う新工
場立ち上げや熱処理を伴う製品の増産などによって、使用エネルギー

高効率熱処理設備導入やA重油の都市ガスへの変換などの省エネ
対策を今後も引き続き実施し、CO2 排出量の削減に積極的に取り組ん
でいきます。

2.1%

（2007年度）

63,320

でに原単位ベース5％削減）
の範囲内には収めることができました。

■購入電力（コジェネ発電を除く）■A重油
■都市ガス（コジェネ含む）
■ブタンガス

排出原単位

70,000
0.8
0.697 0.662 0.672
60,000
50,000
0.6
40,000
30,000
0.4
20,000
10,000
0.2
0
2005 2006 2007（年度）
58,261

では対前年度比1.5％増加となりましたが、長期目標
（2010年度ま

エネルギー使用量内訳

■CO2排出量

59,317

が増加しました。CO2 排出量は対前年度比8.7％増加、原単位ベース

CO2排出量
（t-CO2）

3.5%

12.1%
総使用量
1,512,069GJ

82.2%

主な取り組み
●重油から都市ガスへの変換

● 電気式から蓄光式の表示灯へ

CO2 排出削減へ向けた取り組み

椿本カスタムチエンで

として2007年度は埼玉工場テン

は、省エネ・CO2 排出削減

ショナー製造建屋の暖房機燃料を、

対策として、厚生棟内13ヶ

A重油から都市ガスへ変換しまし

所の避難口誘導灯の改善を

た。これにより暖房機からのCO2

実施しました。これまでの

排出を年間85t削減し、燃焼時の

電気式避難口誘導灯を蓄光

NOｘ、SOｘの発生も大幅に削減

式避難誘導標識に変更する

することができました。

都市ガス暖房機への変換工事

この変換は、重油タンクが持つ
災害リスク低減にもつながり、工場の安全面の効果もあります。

蓄光式避難誘導標識
（椿本カスタムチエイン）

ことで、年間 1,708kWh
の消費電力の削減ができます。また、電池、電球交換のメンテナ
ンスが不要となり、一ヶ所につき4,500円のコストダウンも実
現しました。

物流における取り組み
2006年4月に施行された「改正省エネ法の輸送に係る措置」に
対応するため、椿本チエインでは荷主となる事業者として輸送トン
キロ調査を毎年実施しています。2007年度は、約1,500万トン

2007年度 輸送トンキロ調査
一般チェーン製品

調達先

キロ/年で、法による特定荷主（3,000万トンキロ/年以上）には該

自動車部品

当しませんでした。
つばきグループとしては今後とも自主的な環境保全活動を行い、
輸送に係るエネルギー削減に努めます。2008年度は輸送部門の

調査対象とする物流範囲

代 理 店

ユーザー

物流センター

ユーザー

マテハン製品

ユーザー

工場

ユーザー

輸出入（製品、設備など）

港

トンキロ低減策を環境目標に盛り込みました。

海外子会社、他
廃棄物
輸送トンキロ総合計 約1,500万トンキロ／年
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廃 棄

廃棄物削減・省資源
廃棄物の再資源化を積極的に推進するとともに、
オフィスでも日々の取り組みの積み重ねによって環境負荷の低減に努めています。

廃棄物管理
つばきグループでは、廃棄物の再資源化を積極的に進めています。
2007年度は、生産の増加に伴い、産業廃棄物と一般廃棄物を合わ
せた廃棄物等排出量は6,735t＊1となり、対前度比8.3%増加とな
（年度末時点、年度平均
りました。しかし、再資源化率＊2 は96.7％

（%）
100

690
592 655

89.3 93.5

80

423
6,045

5,561

4,808

＊1（株）椿本カスタムチエンの新工場建設に伴う建設廃棄物（350ｔ）は含み
ません。
＊2 再資源化率：廃棄物総排出量のうち、再使用、再生利用および熱回収の合計
量の占める比率。

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

再資源化率（年度平均）

■産業廃棄物 ■一般廃棄物

（t）

5,248

は93.5%）
となり、再資源化が着実に進んでいます。

廃棄物等排出量

60

79.5
66.9

40
20

2004 2005 2006 2007（年度）

0

2004 2005 2006 2007（年度）

主な取り組み
●廃油の再資源化
椿本チエイン埼玉工場では、チェーン
のリンクプレートをプレスで打ち抜く
際に使用する加工油を再資源化して
います。
リンクプレートの抜きカスに付着し
ている油を脱油装置にかけて分離し、
さらに分離した油をろ過装置を通し
て再生し、加工油としてプレス機械な
脱油装置：プレス打ち抜き材か
ら油を分離する設備

どで使用します。

ろ過装置：分離した油をろ過

ろ過したプレス油を加工油とし
て再利用

これにより月間約2,800Rを再資
源化しています。

オフィスにおける環境配慮

Topics
Topics
Topics
グリーンカーテンの設置

●クールビズ・ウォームビズ
地球温暖化に対応し、政府が率先して「クールビズ・ウォームビ

椿本チエイン京田辺工場では食堂棟その他で
「グリーンカー

ズ」を進めていることから、つばきグループもオフィスにおける適

テン」を多数設置しています。京田辺市のグリーンカーテン

正冷暖房を取り入れています。夏季に来社されるお客様には「軽装

設置活動に賛同したもので、ゴーヤを植えてカーテン状にし

でお越し下さい」とお伝えし、お客様への訪問時には「ノーネクタイ、

て夏場の日よけとし、室内温度の低下を図っています。工場

ノー上着」を宣言するなど、活動の輪を積極的に広げています。

内に緑が増えて目にもやさしく、実ったゴーヤは、食堂で希
望者に配布しました。

事務所内のクールビズポスター掲示
ゴーヤが実りました
建屋周辺に設置されたグリーンカーテン
（京田辺工場）
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化学物質管理・汚染防止・グリーン調達
有害化学物質の使用・排出量の削減、規制物質対応、情報の正確な開示に努めています。
また調達品に関しても、管理基準を設けています。

有害化学物質削減へ向けた取り組み
つばきグループは、製品に含有する有害化学物質の特定や許容範
囲の設定を行い、取引先との実態調査およびその後の削減を積極的
に進めています。その結果、すでに2006年度には一般動力伝動用
チェーンがRoHS指令＊1 の規制物質への対応を完了。また自動車
用タイミングチェーンドライブシステムはELV指令＊2 の規制物質対
応を完了しています。精機製品についてはパワーロック
（締結具）
、カ
ップリング（軸継手）などが RoHS 指令対応を完了し、2008 年
6月には減速機もRoHS指令への対応を完了しました（一部製品や

欧州RoHS指令対応完了製品
（一般動力伝動用チェーン）

欧州ELV指令対応完了製品
（タイミングチェーンドライブシステム）

支給モータ組み付け品等を除きます）
。
＊1 RoHS指令（ Restriction on Hazardous Substances, Directive
2002/95/EC: 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
る指令）: 電気・電子機器における、生産から処分に至る全ての段階で、環
境や人の健康に及ぼす危険を最小化することを目的として、2006年7月1日
以降、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化
ジフェニルエーテルは一部の例外を除き使用が制限されています。

欧州RoHS指令対応完了製品
（パワーロック）

＊2 ELV指令（End of Life Vehicles, Directive 2000/53/EC: 廃自動車に
関するEU指令）: 自動車の廃車に伴う廃棄物の削減とこれらが環境へ与え
る影響を軽減することを目指し、2000年5月に成立、同年10月に発効。
リサイクル処理を容易にする目的から、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム
の使用が一部の例外を除き制限される。

欧州RoHS指令対応完了製品
（カップリング）

欧州RoHS指令対応完了製品
（減速機）

欧州REACH規則への対応
2007年6月、欧州において新しいタイプの化学政策となるREACH規則＊3 が発効しま
した。成形品（製品）を欧州へ輸出するメーカーは大きな影響を受けることになるため、つ
ばきグループでは早くからその情報入手に努め、2007年度は、グループの製品を対象と
した対象物調査（登録必要の有無）を行うなど、必要な措置を講じてきました。
REACH規則では規制される化学物質の数が多いことから、川上の調達先や、川下のユ
ーザーとのサプライチェーン構築による情報交換などの準備を進めています。
＊3 REACH規則
（Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals: 化学物
質の登録、評価、認可及び制限に関する規則）
：人の健康と環境の保護、欧州化学産業の競争力の維持向上な
どを目的として、化学物質の安全性評価と登録を企業に義務付ける規制。2007年6月1日に発効し、2008
年6月１日から段階的に運用が開始されています。
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REACH登録対象物調査の一例

PRTR法対象化学物質の削減
2007年度つばきグループのＰＲＴＲ法の届出は6社7工場となり、

該当事業所では、これらの物質について継続して使用、排出量の

届出対象物質は7物質でした。2007年度は生産拡大に伴い大気へ

削減に努めていきます。

の排出量は2006年度に比べ、約4％増加しました。

●2007年度PRTR法対象化学物質データ
事業所

物質番号

椿本チエイン埼玉工場

本社工場

ツバキ
エマソン

兵庫工場

椿本スプロケット

椿本バルクシステム

椿本メイフラン

椿本鋳工

単位：kg/年

排出量

物質名

63

キシレン

68

クロム及び3価クロム化合物

227

トルエン

309

ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル

大気

公共用水域

移動量
土壌

事業所内埋立

下水道

事業所外への移動

1,200

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

52,000

41,000

0

0

0

0

15,000

0

0

0

0

0

2,500

63

キシレン

2,000

0

0

0

0

450

227

トルエン

13,000

0

0

0

0

2,900

63

キシレン

1,100

0

0

0

0

210

227

トルエン

3,500

0

0

0

0

670

200

テトラクロロエチレン

190

0

0

0

0

20

67

キシレン

390

0

0

0

0

50

40

エチルベンゼン

380

0

0

0

0

50

63

キシレン

3,100

0

0

0

0

0

227

トルエン

2,000

0

0

0

0

0

40

エチルベンゼン

1,800

0

0

0

0

340

63

キシレン

3,700

0

0

0

0

700

227

トルエン

14,000

0

0

0

0

2,800

311

マンガン及びその化合物

0

0

0

0

0

9100

87,460

0

0

0

0

86,790

合計

※京田辺工場、椿本カスタムチエン、ツバキ山久チエインは対象物質の使用量が少ないため、PRTR 法の届出対象外です。

グリーン調達
つばきグループでは、2006年12月の「グリーン調達ガイドラ
イン」制定に続いて、2007年6月に「調達品に含有する有害化学
物質の含有制限管理基準（お取引先様向け）
」を発行し、周知を図る
とともにホームページに公開しました。
つばきグループが特定する有害化学物質は、これまでつばきグル
ープ独自の物質群管理でしたが、公開を機会に、より公共性のある
JGPSSI＊ 4 の管理基準に準じたものに切り替えました。引き続き、
これらのガイドラインや含有制限管理基準に基づき、つばき製品に
含有する有害化学物質の削減に積極的に取り組んでいます。
＊4 JGPSSI：Japan Green Procurement Survey Standardization
Initiativeグリーン調達調査共通化協議会

URL

つばきグループが製品への含有を制限する
有害化学物質リスト
http://www.tsubakimoto.jp/company/
environment/reduction.html

調達品に含有する有害化学物質の含有制限管理基準（お取引先様向け）
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環境会計
効率的な環境保全活動のために、環境会計の集計範囲の拡大に努め、
ステークホルダーの皆様に公表しています。

2007年度は、環境会計の集計範囲を従来の株式会社椿本チエイン2工場、主要関連会社6社に加え、新規にツバキ山久チエイン株式会社を加
えて、他の環境パーフォーマンスデータの集計範囲と合わせました。グループの環境会計における環境保全の費用額は約5.3億円で、昨年度より約
1.8億円減少しましたが、これは埼玉工場の地下水汚染対策工事
（1.4億円）
が2006年度に完了し、2007年度は計上無しとなったためです。
環境投資額では、グループ各社で省エネ設備への積極投資や新工場建設に伴う排水処理設備への投資など、事業エリア内コストが増加し合計約
3.4億円となりました。
集計範囲：株式会社椿本チエイン京田辺工場、埼玉工場、椿本チエイン主要関係会社７社
（ツバキエマソン、椿本カスタムチエン、椿本スプロケット、椿本バルクシステム、椿本メイフラン、椿本鋳工、ツバキ山久チエイン）
対象範囲：2007年4月1日〜2008年3月31日
参考にしたガイドライン：環境省 環境会計ガイドライン
（2005年版）

環境保全コスト

単位：千円

環境保全コスト（事業活動に応じた分類）
分類

主な取り組みの内容

投資額

（１）事業エリア内コスト
（1）-1 公害防止コスト
内
（１）-2 地球環境保全コスト
訳
（１）-3 資源循環コスト

大気汚染防止設備、排水処理設備の導入・運転管理
電力管理システムの導入、管理
廃棄物処理・リサイクル費用、産業廃棄物置場の改善

（2）上・下流コスト

環境影響物質などの委託分析費

（3）管理活動コスト

費用額

325,278

334,879

157,396

124,237

58,368

27,280

109,514

183,362

0

4,267

ＥＭＳの構築・運用、事業所内緑化維持、大気・水質測定器の設置

14,669

192,846

（4）研究開発コスト＊

環境配慮製品の研究開発（製品使用時における環境負荷低減）

-

-

（5）社会活動コスト

工場周辺の美化

0

1,454

地下水浄化対策など

0

0

339,947

533,446

（6）環境損傷対応コスト
合計

＊（４）研究開発コストについては、製品の環境配慮基準の見直しに伴い、集計方法の再検討を行っています。

環境保全効果
環境保全効果の分類

環境パフォーマンス指標（単位）

事業活動に投入する資源に関する
環境保全効果

用水（千 m ）

事業活動から排出する環境負荷および
廃棄物に関する環境保全効果

CO2 排出量（t-CO2）

3

基準期間との差
（環境保全効果）

2006 年度

2007 年度

467

486

19 千 m 増加

58,261

63,320

5,059 t-CO2 増加

3

環境保全対策に伴う経済効果 2007年度
環境保全対策に伴う経済効果（実質的効果）
抜きカス売却益
ダライ粉（鉄くず）売却益
長尺くず売却益
ステンレスくず売却益

TC京田辺

TC埼玉

6グループ会社

合計

236,621

120,984

51,757

409,362

16,519

40,792

45,589

102,900

9,700

0

24,546

34,246

16,157

22

30,426

46,606

228

3,898

6,313

10,439

1,312

4,325

1,162

6,798

部品くず売却益

27,338

21,202

7,585

56,125

加工くず売却益

0

999

1,548

2,547

バナジウム売却益

0

503

0

503

廃プラスチック売却益

1

2,732

301

3,034

廃油売却益

0

250

10

260

307,876

195,707

169,230

672,820

電線くず売却益
アルミくず売却益

合計
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単位：千円

従業員とつばき
従業員一人ひとりが職場でいきいきと働けるよう、安全で快適な職場環境づくりを進めています。

つばきグループでは、従業員が持てる力を十分に発揮できる機会や環境を提供することで、一人ひとりが仕事を通じて成長し、それが
企業の成長にもつながると考えています。均等な雇用機会の提供により、国籍や性別にかかわらずグローバルに活躍できる多様な人材を
確保し、従業員自らの「変革とチャレンジ」を支援するさまざまな人事制度の構築や組織風土の醸成を推進して、いきいきとした安全で
快適な職場環境づくりに取り組んでいます。

人事制度
公明性、透明性、納得性を基本に、従業員にとって働きがいのあ

れています。また、全員を対象とした定年退職者の再雇用制度によ

る人事制度の構築を目指しています。明確で客観的な基準を示し、

り、定年後の生活安定を進め、ケガ・病気に対する生活支援、福利

従業員の努力をきっちりと処遇面に反映することが従業員の納得性・

厚生制度の充実など、従業員が安心して働ける職場づくりにも力を

意欲につながると考え、役割を基準とした資格・賃金制度、企業業

注いでいます。

績の反映を高めた業績連動型賞与、絶対評価などのしくみを取り入

研修制度
●グローバル人材の育成

つばきグループでは、研修制度の基本姿勢を
「従業員が社会的に評

積極的な海外事業活動展開のためには、それを推進するグローバ

価される職務遂行能力を備えることを支援する」
として、専門的知識や

ルな視点を持った人材が不可欠です。

スキルを高め成果に結びつけるためのプログラムを充実させています。
新入社員研修をはじめとした、会社制度の理解や個人の役割の再認

つばきグループではGSD
（Global Staff Development）
、GMD

識を図る階層別研修、技術や開発、営業などそれぞれの業務、またレ

（Global Manager Development）
研修を柱に、語学力、ビジネス

ベルごとに実施される専門的な機能別研修のほか、
「自己啓発への支

スキル、異文化理解などの基礎力の向上からグローバルマネジメント

援として英会話教室の実施や通信教育の補助」
などを行っています。

スキルの習得まで、入社時から幅広い成長の機会を提供しています。

従業員一人ひとりがキャリアプランを描き、能力を備え、成果をあげ
ることを全面的にサポートするために今後も体制を整えていきます。

それぞれのレベルに応じたクラス編成を行ない、特に実践力を高める
ためGSD 研修では1ヵ月〜1 年の海
外グループ会社への派遣トレーニング
のコースを設け、GMD研修では事業戦

●従業員教育・研修支援制度

略の立案を最終のカリキュラムとするな

・階層別教育

ど、修了者はその結果を日々の業務の

与えられたグレードに応じて、当社グループのミッションや経営
方針の理解、
個人の役割の再確認を図るための研修群です。
業務を遂行する上でのベースとしての役割を担っています。

中で活かせるようになっています。

GMD研修

・機能別研修
・自己啓発への支援
通信研修への補助金支給、社外研修
への参加補助、TOEICの実施などさ
まざまな補助を通じて、社員の自己啓
発をバックアップしています。

自ら目標を掲げ、
それに向けて努力し
成果につなぐ
ことのできる

"自立型従業員"

業務の遂行に必要な知識・スキルの向
上による、より高いパフォーマンス発揮
を目的として、職掌（技術・開発・営業な
ど）別に実施する専門的な研修群です。
修了することによって、さらに高いグレー
ド（資格）への昇格が可能となります。

仕事と家庭の両立支援
椿本チエインでは従業員が育児・介護など仕

また、育児休職、介護休職などを取得しやすい

事と家庭生活とを両立しながら働ける職場環境

環境を整えるとともに、法定を超える休職期間

の整備に取り組んでいます。フレックスタイム制、

の設定や、失効する有給休暇を積み立てて介護

裁量労働制など勤務の自由度を高めることで効

などの特定事由で取得できる制度の活用で、勤

60

率的な働き方の推進、連続休暇の取得奨励など

務の継続や職場復帰をしやすいしくみを作ってい

40

による休暇取得率の向上、労働時間の短縮にも

ます。

取り組んでいます。

有給休暇取得率
（%）
100
80

58.5

60.3

59.5

2005

2006

2007（年度）

20
0

24

従業員とつばき

従業員との対話（労使関係）

障害者雇用

椿本チエインでは、労使の対話を重視し、労使が協同して職場環境

椿 本 チエ イン で

の整備や労働条件の改定などに取り組んでいます。労働組合はオー

は、障害者の雇用機

プンショップ制を導入していますが、一般従業員の加入率は94％で、

会の拡大に努めてい

加入資格のない新入社員などを除けば、ほぼ全員が加入しています。

ます。能力や適性を

そして、職場懇談会などで集まった多くの従業員の声が活動に反映さ

活かした業務に従事

れています。

できるよう職場環境

障害者雇用率
（%）
2.0
1.5

1.85
1.61

1.64

1.0

2007年度は、
「定年退職者の再雇用制度」
「効率的な働き方によ

の整備を行い、製造

0.5

る長時間労働の排除」に重点的に取り組みました。労使対話の場と

現場、管理事務、健

0

して、毎月開催の労働協議会のほか、労働組合と会社トップの直接

康管理など幅広い職

対話の場や部門別懇談会を定期的に設けているほか、個別課題に

場での業務に従事し

は、労使委員会を設置して議論を尽くすことにより、問題解決に取

ています。

り組んでいます。

1.71
1.52

2004

2005 2006 2007 2008（年度）

しかし、全従業員数に占める障害者の割合は、従業員数の増加や、
障害者の定年退職の影響もあり、2008年度も1.64％と法定雇用
率の1.80％を下回る結果となりました。今後、法定雇用率を達成し、

人権尊重

さらに増員できるよう、あらゆる機会を通じて雇用に努めていきます。

椿本チエインでは、採用時から国籍、信条、性別、宗教、身体的

特に毎年2月は「企業倫理強化月間」としてセクシャルハラスメン

特徴などによる差別的取扱いを禁止し、従業員が互いの人権・人格

ト、パワーハラスメントなどに対する人権啓発活動を積極的に展開

を尊重し、信頼しあいながら働ける労働環境づくりに努めています。
定期的な研修や、社内報を通じて人権を尊重する風土を醸成し、

しています。また、社内通報窓口として「倫理ヘルプライン」を設置
することで、従業員からの個別相談にも対応しています。

労働安全衛生
椿本チエインでは、長年にわたり労働災害の撲滅に努めており、設
備の改善や作業手順の見直しなどにより、災害の発生防止、再発防止
を徹底しています。また、リスクアセスメントに基づく活動を積極的に
推進し、リスク段階での対策による災害の未然防止にも努めています。
2005年度からは、つばきグループが一体となった安全衛生活動に
も取り組んでおり、より安全で快適な職場環境の実現を目指しています。

労働災害の度数率・強度率
（%）
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0

2.03

度数率＊1
強度率＊2

1.61

0.80

0.52

0.01
2003

2004

2005

2006

0.01
2007（年度）

＊1 度数率：100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の
頻度を表します。
＊2 強度率：1,000延実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重さの程度
を表します。

快適な職場環境づくり
●新福利厚生メニューの導入
つばきグループでは、福利厚生の一部をアウトソーシングし、カフェ

京田辺工場、埼玉工場に常設されている「なんでも相談室」には、

テリアプランを導入していました。しかし、利用率・利用者数が低調

専任の産業カウンセラー・キャリアコンサルタントがおり、グループ

で、当初期待していたように広範囲かつ公平な運用には至らなかっ

会社の従業員も含めて、メンタルヘルスの問題やキャリアの問題を

たため、2008年4月から新たな福利厚生メニューを従業員へ提供

はじめとするさまざまな相談に応じています。

することになりました。
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●なんでも相談室

メンタルヘルスの問題では予防・対処・職場復帰・再発防止など

新メニューでは、育児、教養、ライフサポート、レジャー、リゾー

の観点から従業員個人や管理監督者に対する研修を継続的に実施

ト、スポーツなどの各種の割引や道具の貸し出しなど、身近で便利

しています。病気で休んだ従業員の復帰プランの作成やリハビリ出

なサービス内容となりました。

勤の制度化などに基づく職場復帰の援助も行っています。

社会とつばき
地域の皆様をはじめとしたステークホルダーの方々とのかかわりを深めるため、
積極的に活動を推進していきます。

地域に親しまれる工場を目指して
●夏休み親子工場見学会
椿本チエインでは、小学生を対象とした「第１回 京田辺工場 夏

で見て、その迫力あるスピードや音などを実感してもらいました。

休み親子工場見学会」を2008年8月4日、5日の両日、京田辺工

特別に製作したチェーン部品を、親子で実際に手組みして、その長

場において開催しました。

さを競争するなど、五感を使って子供たちに「モノづくりの楽しさ」

この見学会は、地域社会とのコミュケーション活動、社会貢献の
一環として、京田辺市の協賛を得て、未来を担う子供たちに、機械
部品である当社チェーンを通じて「モノづくりの楽しさを伝える」こ

を体感してもらいました。
また、お昼には工場食堂体験も盛り込み、カフェテリア方式の社
員食堂に明るい声が響き渡りました。
今回の見学会をモデルに、来年度以降順次他工場にも水平展開し

とを狙いに実施したものです。
通常の見学ルート以外にも足を運んで、稼働中の機械設備を間近

ていく計画です。

夏休み親子工場見学会 プログラム
親子で「ワイワイガヤガヤ」
言い合いながらチェーンの
組み立てを楽しみました ③

①子どもたちがやってきた！
651名の応募の中、抽選で97名の方にご参加いただきました。
②クイズ形式で工場概要・チェーンについて説明
工場面積、社員数、チェーンの種類、使用場面などをクイズ形式で説明。
③チェーンに触れ、実際に組み立ててみよう！
チェーンのサンプルに触れた後、実際にチェーンの組み立てを体験。
チーム対抗チェーン早組み競争では、5分間で約4m組み立てるチームも。
④チェーンの製造現場を見てみよう！

稼働中のプレス機械や組み立て
機の間近でそのスピード、音など
を体感 ④

安全面に万全を期しながら、稼働中の設備機械を間近で見学。
⑤工場食堂でランチタイム
メニューの多さ、きれいな食堂に子どもたちや保護者の方々からも
歓声があがりました。
⑥質疑応答

楽しいランチタイム ⑤

最後は質疑応答。
漢字にふりがなをつけ、小学生でも読める小冊子「チェーンミニ百科」や
チェーンミニ百科と
ノベルティ ⑥

ノベルティ
（世界一シリーズ）を配布しました。

●高校生への技能教育

●近隣企業との環境交流会

京田辺工場の技能者であ

椿本チエイン埼玉工場は、近隣

る旋盤暦40年のベテラン・

企業との環境コミュニケーション

好川さんは、地元の田辺高

の一環として、同じ飯能市にあ

校で放課後に旋盤に関心が

る新電元工業株式会社様との交

ある生徒たちに特別指導を

流会を継続開催しています。

しています。その熱心な指導

2008年4月に行われた交流

が実り、2007年11月に教
え子の阿智波さん（17 歳）

会は、14名の方々を迎えて、環
高校生への旋盤技能の指導

新電元工業
（株）様との交流会参加者

境への取り組みの説明、CO2 削

が、京都府下ではじめて国家検定「普通旋盤作業2級」
に見事合格し、

減事例、廃棄物リサイクル事例などの環境対策を見学して頂き、意

複数の新聞に快挙と報道されるなど関係者は喜びに湧きました。

見・情報交換を行いました。

26

社会とつばき

展示会

外部表彰

2007年4月16日から5日

2007年11月9日、千葉市

間、
ドイツ「ハノーバーメッセ

で関東地方発明表彰式があり、

2007」が開催され、椿本ヨー

当社特許の
「サイレントチェーン

ロッパも5回目の出展参加をし

伝動装置」
が発明協会会長奨励

ました。

賞と実施功績賞を受賞しまし

今回は「環境にやさしい」を

た。これは社団法人発明協会が

テーマにチェーン商品、精機商
品、そして2007年につばきグ

ハノーバーメッセ2007での
つばきグループの展示ブース

主催しているもので、発明の奨
励、育成を図り、科学技術の向

ループに加わったツバキ山久チ

上と地域産業の振興に寄与す

エインの搬送商品も出展しました。期間中、会場全体で23万人の

ることを目的として、大正10年

来場者が有り、その中でつばきは約170件の商談をこなしました。

に創設された伝統ある格式高

「TSUBAKI」のブランドに対する関心が高まる中、搬送商品への
関心も想像以上にあり、つばきグループを大いにアピールすること
ができました。

平成19年度関東地方発明表彰式

い式典です。
発明協会会長奨励賞の受賞
者は2名のみ、さらに実施功績
賞も同時受賞するという快

実施功績賞と発明協会会長奨励賞の盾

挙となりました。

株主・投資家への情報開示

寄付・協賛

つばきグループは、前年度に

日本経済団体連合会や関西経済連合会の呼びかけに応じて、新潟

引き続き、2007年8月に東京

中越沖地震および中国・四川省大地震被害者に対する義援金協力を

ビッグサイト、2008年2月に

行いました。

京セラドーム大阪で開催された

また、日本ユニセフ、赤い羽根共同募金などへの企業募金を行いま

「個人投資家向けＩ
Ｒフェア」に

した。その他つばきグループの事業所が所在する地元で開催されるお

ブースを出展しました。より多

祭り、スポーツ大会、自治会主催行事などへの寄付・協賛を行いました。

くの方々に当社グループの事業
内容や中期経営計画を理解して

個人投資家向けIRフェア

いただくため、2月実施のフェアでは、当社ブース内で約15分のミニ

Topics
Topics
Topics
災害時のリスクマネジメント

説明会を2日間で9回実施しました。そして、個人投資家の方々とお
話する機会を可能な限り設けて、当社のファンづくりに努めました。

椿本チエイン埼玉工場で生産されるタイミングチェーンドラ

また、証券取引法や証券取引所の定める規則に従って公正かつ速

イブシステムは、国内の全自動車メーカーのエンジンに採用

やかな情報開示を行っています。事業報告書はウェブサイトを通じ

されるなど、非常に高いシェアを占めます。そのため、地震な

た情報開示の他、英語版・日本語版のアニュアルレポートを発行し

どの災害によって埼玉工場が停止した場合、自動車生産に大

ています。

きな影響を及ぼすことになりかねません。
椿本チエインでは、
お客様へ安定的に部品を供給することが、
高シェア製品を供給する企業としての責任と考え、2007年
度より自動車部品の分散生産に向けた取り組みを始めました。
この取り組みは、企業
における災害時のリス
クマネジメント事例とし
て 、2 0 0 8 年 7 月 に
NHK 総合「おはよう日
英語版・日本語版アニュアルレポート、事業報告書

本」の震災特集でも紹介
されました。
埼玉工場での取材風景
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サイトレポート
株式会社椿本チエイン

京田辺工場

設 立 年 月：2001年6月
代 表 者：取締役専務執行役員 金平 誠
住
所：〒610-0380 京都府京田辺市甘南備台1-1-3
敷 地 面 積：230,100㎡
緑 地 面 積：87,438㎡
資 本 金：170億7,600万円（椿本チエイン）
従 業 員 数：801名
事 業 内 容：伝動用ローラチェーン、コンベヤチェーン、ケー
ブルドラッグチェーンおよび応用チェーン一式の
設計・開発・製造

当工場では、
「地球環境の保全を経営の最重要課題
の一つと位置づけ、自主的に環境管理活動に取組む」
と
の環境方針のもと、環境マネジメントプログラム
（展開計
画）
と各種改善活動の総合力による全員活動で環境負
荷低減に努めています。その結果、工場でのCO2 排出
量を原単位で前年度比5％削減し、廃棄物の再資源化
率と共に、つばきグループ環境目的・目標の数値に貢献
できました。更に工場敷地内の緑化を進め、工場外に油
を流出させない活動も展開しています。
2008年度も環境マネジメントシステムの継続的な改善を推進するとともに、
環境負荷低減商品の拡販および環境配慮製品の開発により、地球環境を考え
るつばきの
「技術」
を提供していきます。

株式会社椿本チエイン 埼玉工場
設 立 年 月：1962年3月
代 表 者：取締役常務執行役員 藤原 透
住
所：〒357-8510 埼玉県飯能市新光20
敷 地 面 積：179,647㎡
緑 地 面 積：39,409㎡
資 本 金：170億7,600万円（椿本チエイン）
従 業 員 数：835名
事 業 内 容：各種輸送機械器具、同付属品の製造販売、輸送機械
装置の設計および設置、各種電気電子機器、同付属
品の製造販売、電気機器装置の設計および設置工事

当工場の環境マネジメントは、つばきグループの中で
先進的な活動を心掛けています。それは埼玉工場が自
動車用のタイミング製品や、システムコンベヤ製品の製
造･販売を主力に生産し、グループの中でCO2 や廃棄物
の排出量が最も高く、特に自動車部品は生産の伸びが
大きく、活動の要になっているためです。
2007年度は、廃棄物のゼロエミッションを達成しま
した。しかし、CO2 排出実績は重油燃料のガス化継続
と、省エネ型熱処理炉の導入などを進めたものの、
0.7％の増加（対前年度比 原単位）
となりました。今後、工場再編や生産拡大の
中で環境投資を積極的に行い、効果に結び付けたいと考えています。

株式会社ツバキエマソン
設 立 年 月：2002年4月
代 表 者：代表取締役社長 市川 直
住
所：〒617-0833 京都府長岡京市神足暮角1-1
敷 地 面 積：175,076㎡、
（京都55,506㎡、兵庫64,616㎡、岡山54,954㎡）
緑 地 面 積：33,854㎡、
（京都6,074㎡、兵庫17,180㎡、岡山10,600㎡）
資 本 金：4億6,000万円
従 業 員 数：594名
事 業 内 容：ギヤ減速機、機械式無段変速機、電動シリンダ、
ジャッキ、カムクラッチ、摩擦式締結具、軸継手、
過負荷保護機器等の開発製造および販売

京都議定書第一約束期間の始まりの年でもあり、京
都に本社をおく企業としてCO2 排出量削減に向けて
取り組みを強化しています「
。分別・節電・リサイクル で
きる事から こつこつと」
を掲げ、京都府長岡京市、兵
庫県加西市、岡山県津山市の三地域に所在する三工
場を一括して活動を進めています。2007年度は岡
山第二工場の建設に伴う環境関連設備への投資、兵
庫工場生産品の再編などを行いましたが、CO2 排出
量14％削減
（2002年度比、原単位）
と目標以上の実績を維持できました。
2008年度も、重点テーマとしてCO2 排出量の削減、省エネ、省資源、
ゼロエミッションの推進だけでなく、グリーン調達の促進、環境配慮製品の
拡大に取り組んでいきます。

株式会社椿本カスタムチエン
設 立 年 月：1964年6月
岡 武彦
代 表 者：代表取締役社長
住
所：〒574-0064 大阪府大東市御領2-3-1
敷 地 面 積：16,978.38㎡
緑 地 面 積：1,239.19㎡
資 本 金：1億2,500万円
従 業 員 数：200名（派遣社員、アルバイトを除く）
事 業 内 容：小形搬送用チェーンおよび特殊チェーンの開発・
設計・製造

当社は、小形搬送用チェーンの開発・設計・製造を事業
とし、企業経営の中で環境保全を最重要課題の一つとし
て位置付けています。昨年度は新熱処理工場を建設し、旧
工場跡地については、環境保全を優先的に考慮し、緑地帯
にして全体の緑地面積を以前のほぼ2倍に増やしました。
また、今年度より本格的に開始した「全社ムダ取り活
動」において、あらゆる部門で生産性の向上を図っていま
す。設備の稼働率アップだけでなく、離席時のムダな照
明や、必要以上の照明箇所の見直しなど、効率的なエネルギー使用に努め、ム
ダな電力使用を抑え、つばきグループの目標であるCO2 削減1％を必達目標
に展開しています。
また、ゼロエミッションについても、2007年度導入以来、毎月連続して再資源
化率97％以上を達成しており、今後もこれを維持・向上できるよう努めます。

株式会社椿本スプロケット
設 立 年 月：1951年12月
代 表 者：代表取締役 西村 雅温
住
所：〒613-0022 京都府久世郡久御山町市田一ノ坪28-1
敷 地 面 積：24,000㎡
緑 地 面 積：3,557㎡
資 本 金：1億2,600万円
従 業 員 数：161名
事 業 内 容：各種動力伝動用スプロケット、タイミングプーリお
よびカップリングの製造販売、各種輸送機用スプロ
ケットの製造販売、各種カスタムカムの設計製作
販売、応用製品、付属品の製造販売、他
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当社は、2007年度に工場一棟を増設しました。併
せて、旧建屋の耐震強化、緑地の整備、廃棄物集積所
の改築を行い、工場環境の整備を進めました。空調の
改造によるCO2 排出量の前年度比7.2％削減、有機
溶剤不使用設備への改装、環境負荷物質を含まない
製品在庫への転換完了と、施設・製品両面での改善を
達成することができました。
2008年度は、生産増強と環境改善を積極的に行
い、エコ製品の発売、グリーン調達、廃棄物の減量・再利用の拡大に取り組ん
でいきます。工場全体での環境活動を進めると共に、地域社会の環境活動に
も積極的に参加し、全従業員とともに地球環境の維持向上に努めます。

株式会社椿本バルクシステム
設 立 年 月：1981年4月
代 表 者：代表取締役社長 片岡 揚平
住
所：〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-4-1（緑地駅ビル）
敷 地 面 積：10,232㎡（兵庫工場）
資 本 金：1億5,000万円
従 業 員 数：152名
事 業 内 容：粉粒体搬送コンベヤと付属機器の製造販売、穀
：物サイロシステム、粉粒体ハンドリングシステ
ムとそのエンジニアリング、メンテナンスサー
ビス、他

当社は、
「専門的な技術を磨き、顧客が抱える問題を
解決する」
という行動指針に、お客様に喜ばれる製品や
社会の環境改善に貢献できる製品づくりを目指していま
す。2008年度は、コンベヤケース内に輸送物を残留さ
せない機構と食品残渣リサイクル設備用コンベヤの磨き
上げ、低騒音コンベヤの仕様確立を目指しています。
また、環境関連市場への拡販と有益な環境側面を重
視した生産を環境目標として掲げ、環境マネジメント
システムを活用して環境改善活動を行っています。今後も、積極的にお客様
や社会の声に耳を傾け、環境に貢献するバルクハンドリング技術と商品づく
りに取り組み、顧客満足と価値の創造を追究していきます。

椿本メイフラン株式会社
設 立 年 月：1973年11月
代 表 者：代表取締役 宮北 大嗣
住
所：〒528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野5001
敷 地 面 積：27,071㎡
緑 地 面 積：5,787㎡
資 本 金：9,000万円
従 業 員 数：119名
事 業 内 容：チップ
（金属切粉）
、スクラップ、塵芥、故紙など固
形廃棄物搬送用コンベヤおよびチップ･クーラン
トの総合処理システムの設計製造、販売、輸出入
およびその付帯工事の施工

当社は、つばきグループの一員として、地球環境
の保全が人類共通の最重要課題ととらえ、あらゆる
事業活動および従業員行動を通じ、持続可能な循環
型社会に積極的に貢献し、豊かな明日の創造に寄与
することを目指しています。
また、当社の所在地の滋賀県では健全な琵琶湖を
次世代に引き継ぐための指針としてマザーレイク
21計画（琵琶湖総合保全整備計画）
を制定しており、
それに伴い環境保全が厳しく要求されます。その要求事項を順守するこ
とを念頭に置き、これまで培ってきた技術を最大限に生かし全社を上げ
て、環境にやさしい製品づくりに取り組んでいます。

設 立 年 月：1968年10月
代 表 者：代表取締役 柴本 健介
住
所：〒357-0022埼玉県飯能市新光20
敷 地 面 積：6,292㎡
緑 地 面 積：820㎡
資 本 金：5,000万円
従 業 員 数：70名
事 業 内 容：乗用車エンジン、カーエアコンなど量産小物向
け普通ならびに特殊鋳鉄の製造、加工および
販売

当社は、主に自動車部品用小物鋳物の開発・設
計・製造に携わっています。椿本チエイン埼玉工場
の一角に位置し、環境方針をはじめとして、環境活
動を椿本チエインと一体で取り組んでいます。鋳
物業界は3K職場の代表というイメ−ジがある中で、
積極的に環境改善に取り組んできました。
増産と生産性向上を目指した新工場が稼動し1年
が経過しました。省エネ、粉塵対策、騒音対策など
を実施するとともに積極的に環境改善を実施しま
した。今後とも、さらに継続的改善を進め3Ａ工場（安全、安心、明る
い）の完成を目指します。

株式会社椿本鋳工

ツバキ山久チエイン株式会社
設 立 年 月：1939年9月
代 表 者：代表取締役社長 大森 幹彦
住
所：〒108-0074 東京都港区高輪2-15-16
敷 地 面 積：15,000㎡
緑 地 面 積：1,250㎡
資 本 金：1億2600万円
従 業 員 数：174名
事 業 内 容：各種機械用チェーン及び省力機器類ほか
自動化装置の設計、製造、販売、貿易

当社は、各種産業用チェーン、精密機械部品、自
動化装置、省力化装置の開発・設計・製造・販売を
しており、産業界の自動化、省力化に貢献すること
を目指しています。つばきグループの一員として常
にグループの環境理念を認識し、省エネルギー化、
ごみの分別、廃棄物の削減とリサイクルを推進し、
環境関連法令を順守しています。
2008年9月にISO14001の認証を取得しま
した。地球にやさしく、環境を保全するために、今
後とも環境配慮製品の設計、グリーン調達、有害化学物質の削減などに
取り組んでいきます。

編集後記
ステークホルダーとの対話の場として開催した座談会では、調
達先の皆様の率直なご意見を伺うことができました。今後も、よ
り良いパートナーシップを築きながら、サプライチェーン全体で
環境保全や社会貢献などに向けた取り組みを進めてまいります。
特集では自動車エンジンの中に使われているチェーンの進化
をご紹介しました。一般的には目にされることのない当社のタ

イミングチェーンドライブシステムが、自動車の性能向上に貢
献していることを多くの方々にご理解いただければ幸いです。
つばきグループの環境・社会報告書は今年度で4年目の発行
となりました。今後とも、つばきグループの社会的責任に関する
活動をより一層充実させます。
（CSR推進センター

環境経営室）
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