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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

売 上 高

「オンリーワン」を目指すタムラは、人々の暮らしを支えています

●売上高（連結）

●経常利益・当期純利益（連結）

●地域別従業員構成（連結）●地域別売上高構成（連結）

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

電子部品セグメント

電子化学材料セグメント

はんだ付装置セグメント

情報機器セグメント

11,829百万円

発行可能株式総数 252,000,000株

発行済株式総数 75,067,736株

決算期 年1回 3月31日

株主数 9,615名

連結：7,247名

連結：84,172百万円

会社概要（2007年3月31日現在）

※ 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
しています。

※ 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
含まれています。
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02TAMURA CSR報告書 2007

タムラグループが扱う製品は、素材から最終製品まで、人々の暮らしのあらゆるところに根付いています。家電製品からモバイル
製品、産業用ロボット、医療機器、さらには宇宙開発事業にまで幅広く活躍の場を広げています。また、ブロードバンド・ユビキタス
ネットワークを実現する無線機器、各種通信システム・放送用設備にもタムラの「オンリーワン」の力が発揮されています。
ここでは、タムラグループの製品が、どのようなところで活躍しているかを紹介します。

「オンリーワン」を目指すタムラは、人々の暮らしを支えています

〈国　内〉

タムラ化研株式会社

株式会社タムラエフエーシステム

タムラ精工株式会社

若柳電子工業株式会社

株式会社群馬タムラ製作所

株式会社会津タムラ製作所

株式会社東北タムラ製作所

株式会社タムラ流通センター

安全電具株式会社

主なタムラグループ企業

〈海　外〉

田村電子（香港）有限公司

田村電子（深圳）有限公司

田村電子（恵州）有限公司

タムラ電子（マレーシア）株式会社

タムラ・ヨーロッパ・リミテッド

タムラ・コーポレーション・オブ・アメリカ

タムラ電子（メキシコ）株式会社
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03 TAMURA CSR報告書 2007

トップコミットメント

社会からの信頼獲得と、持続的な発展を実現するために
「オンリーワン」カンパニーを目指します

優れた技術と製品で社会に貢献

　1924年の創業以来、タムラグループが経営理念の柱として

きたのは、「優れた技術と製品を通して社会に貢献すること」

です。タムラグループは、トランスを原点に、電子部品、電子

化学材料、はんだ付装置、情報機器関連の設計・開発・製造

などの事業を展開してきました。これまで83年間、企業活動

を続けてこられたのは、高い品質を追求し、技術を磨き、

お客様や社会に喜んでいただける製品やサービスを提供する

ことを第一に目指してきたからだと、私は考えています。

　この意志・姿勢ともいうべきものを、タムラグループでは

「オンリーワン」と表現し、経営理念を象徴するスローガン

として前面に掲げています。そして、ミッションとビジョンを

明文化し、この「オンリーワン」を実現するために基本と

すべき4箇条を「ガイドライン」としてまとめ、すべての従業員

の指針としています。

これまでの積み重ねをベースにしたCSR体制構築

　近年、「企業の社会的責任＝CSR（Corporate Social Responsibility）」

への関心が高まっています。

タムラグループは、2005年にERP※システムを世界の主

要拠点に導入したことをはじめとして、コーポレートガバナン

ス体制、グループマネジメント体制、内部統制を強化する仕

組みの構築を積極的に進めています。こうした取り組みは、従

来私たちが「オンリーワン」を目指して積み重ねてきたことの

整理であると、私は位置付けています。これまで常に心がけ

てきた「社会への貢献」や「法令遵守」が、「CSR」の枠組みで

業務化・ルール化されることで、見える化され、透明性が高

まり、従業員みんなが同じ方向に向かって走りやすくなると

考えています。

　組織体制としては、2005年10月にCSR推進プロジェクト

を発足し、2006年6月にはコンプライアンス統括室を新設

するなど、組織としての強化・充実を図ってきました。また、

会社概要

トップコミットメント・目次

編集方針

経営理念

タムラグループのCSR

コーポレートガバナンス

コンプライアンス・危機管理

特集

タムラの歴史から紐解くCSRの原点

従業員座談会

タムラグループの事業

電子部品セグメント

情報機器セグメント

電子化学材料セグメント

はんだ付装置セグメント

Contents

01-02

03-04

04

05

06

07

08

09-10

11 -12

13

14

15

16
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04TAMURA CSR報告書 2007

2007年9月　代表取締役社長

地球環境の保全を推進

　私たちは、地球環境の保全を、事業のあらゆる次元で

優先的に考えるべきことのひとつとし、従来から環境汚染

物質の使用を控えるとともに、資源の有効活用と高効率化

を目指してきました。事業活動におけるCO2削減、省資源、

廃棄物削減などの環境対策と並行して、鉛フリー対応のソル

ダーペーストやはんだ付装置などの環境配慮型製品の開発・

製品化にも重点を置いています。電子部品製品に関しては、

近年、RoHS指令をはじめとする環境規制への対応を最重要

課題として進めてきました。

　私たちの事業の主力でもあるトランスや電源は、効率を

高めることで、省資源・省エネルギーの観点で社会への大きな

貢献となります。また、太陽光など新エネルギーへの転換を

社会的に推進するうえでも、電源部品に求められる役割は

ますます大きくなっているため、これからも開発・製品化に

力を入れていきます。

従業員一人ひとりに求められる真摯な姿勢

タムラグループは、海外に多くの拠点を持ち、従業員の約

8割が外国籍というグローバルな事業展開をしています。これ

まで海外では、現地法人の独立経営を基本としてきましたが、

今回、ISO14001をグループ統合取得し（電子部品セグメント、

情報機器セグメント）、CSR調達にも着手することで、グループ

内の協力体制が強化され、指導者の交流なども活発になって

きています。こうした取り組みは、製品の品質向上や他社

製品との差別化として結実し、グローバルな競争においての

強みとなると、私は確信しています。

CSRの遂行にあたっては、従業員一人ひとりがCSRの理念

を理解し、日常の行動に表していくことが大切です。その取り

組みが、さまざまなステークホルダーの皆様との信頼を築い

ていくのです。これからも、ステークホルダーの皆様との対話

を深め、的確な取り組みにつなげていきます。

社会性報告

お客様との関わり

取引先の皆様との関わり／
株主・投資家の皆様との関わり

従業員との関わり

社会貢献活動

環境報告

タムラグループ環境方針／
環境マネジメントシステム

タムラグループ活動報告

目標と実績

内部環境監査、
マネジメントレビュー、他

リスク管理マネジメント、
廃棄物削減

ISO14001統合認証予定サイトの活動報告

17

18

19

20

21

　

22-23

24

25

26

国際社会において業務を行う役員および従業員の日々の

判断基準として、2007年1月に行動規範を制定し、日本語、

英語、中国語の3カ国語で表明しました。
※ ERP : Enterprise Resource Planning

詳細はP.17のMAPSシステムをご覧ください。

タムラ製作所では、2002年度から環境報告書を発行していましたが、2007年度は、従来の

環境報告に加え、社会的側面の情報を加えたCSR報告書を発行しました。タムラグループの

社会的意義をCSR報告書作成ワーキンググループのメンバーを中心に議論し、わかりやすく伝

えるよう努めました。読者の皆様からご意見・ご感想をお寄せいただければ幸いです。

編集方針

●報告対象期間

2006年4月1日〜2007年3月31日（一部、2007年4月以降の活動も含みます）

編集にあたりGRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン 2002」、および環境省「環境報告ガイド

ライン（2007年版）」を参照しました。

コーポレート戦略本部 CSR推進室　TEL : 049-284-5965　FAX : 049-284-9183

E-mail : csr@tamura-ss.co.jp

ホームページ　http://www.tamura-ss.co.jp/

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

●お問い合わせ先

舩戸 陽子

肥後 泰光

場本 潤

小林 利彦

コーポレート戦略本部 CSR推進室

経営管理本部 経営支援グループ

人事企画本部 人事グループ

コーポレート戦略本部 CSR推進室

清水 孝介

武藤 正之

舞山 泰久

山崎 邦行

コーポレート戦略本部 企画広報グループ

セグメントコントロールセンター 事業管理グループ

タムラ化研 開発センター 技術管理グループ

タムラFAシステム 営業本部

「CSR報告書2007」ワーキンググループメンバー

●発 行

2007年9月
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2000年4月にミッションを頂点とし、ビジョン・ガイド

ラインと並ぶ三層構造の「タムラグループミッション」を

制定しました。「オンリーワン」カンパニーであるとともに、

「国際社会から認められるグローバル企業になりたい」

「従業員が誇りと夢を持ち続けられる企業になりたい」と

いう想いが込められています。

タムラグループミッション

タムラにしかできないこと、タムラだからできることを極め、お客様や社会に喜んでいただける

製品・サービスを提供し続ける「オンリーワン」カンパニーを目指します。

■■  経営理念

経営理念

　2007年1月、役員および従業員の日々の心構えである

タムラグループミッションのガイドラインを、具体的に示した

「タムラグループ行動規範」を制定しました。

　事業活動の継続において、役員および従業員一人ひとりが、

倫理・法令の遵守、地球環境への配慮、社会貢献など、タムラ

グループが果たす社会的責任の重要性を自ら認識し、正しく

行動していくことが不可欠だと考えています。この考えに基づき、

本行動規範は、国際社会において業務を行う、役員および従

業員の判断基準となるよう作成し、グループ各社でその浸透

に努めていきます。

 １ . お客様の信頼と満足の獲得
 ２ . 株主等経営を支援していただく皆様からの信頼の獲得
 ３ . 基本的人権の尊重
 ４ . 安全で健康的な職場環境
 ５ . 自由な競争及び公正な取引
 ６ . インサイダー取引の禁止
 ７ . 不適切な接待及び贈答の禁止
 ８ . 公的機関との不適切な取引及び不適切な政治献金の禁止　
 ９ . 安全保障輸出入管理関連法令の遵守
１０. 知的財産権及びノウハウの創出、保護と活用
１１. 反社会的行為への関与の禁止
１２. 競業及び利益相反行為の禁止
１３. 適切でタイムリーな情報開示
１４. 情報（企業情報・個人情報等）の適切な保護及び管理
１５. 会社資産の保護
１６. 地球環境の尊重
１７. 国際社会との協調及び地域との共生

「タムラグループ行動規範」の17項目■ タムラグループ行動規範
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■■  タムラグループのCSR

タムラグループのCSR

タムラグループはCSR活動を着実に進めるため、経営と連動させた仕組みを構築し、

CSR推進体制を整えています。

CSR担当役員

斎藤 慧一

CSR担当役員メッセージ

昨今、環境問題のみならず倫理法令遵守（コンプライ

アンス）や社会貢献活動などへの取り組みが、「企業の社

会的責任（CSR）」という枠組みのなかで厳しく問われる

ようになってきました。そのような時代や社会の要請に応

えるべく、タムラグループはこれまで着実にCSR活動に取

り組んでまいりました。

トップコミットメントにもありますように、CSRを企業経営

の重要理念として捉え、新たにグループ行動規範を制定し、

社内外有識者によるCSR経営委員会の発足やCSR推進体

経営理念

●CSR推進体制図

●タムラグループのステークホルダー

制の充実化を図るとともに、2007年度より始まった「第8

次中期経営計画」の諸施策にも反映させるなど、経営と連

動させる仕組みを積極的に構築してまいりました｡

これに伴い、これまで「環境」に軸足を置いて発行して

きた「環境報告書」は、「倫理法令遵守」や「社会貢献」への

活動にも視点を広げ、発展的に統合化した「タムラグループ

CSR報告書」として、毎年発行することといたしました。

この「タムラグループCSR報告書」が、当社のCSR活動

に対する皆様のご理解の一助となれば幸いに存じます。

委員長  執行役員

代表取締役社長

代表取締役専務

社外取締役

コンプライアンス統括室室長

監査役

弁護士

CSR推進室室長

斎藤 慧一

田村 直樹

藤山 明基

蓑宮 武夫

横山 武志

宇田川 榕一郎

渋村 晴子

長谷崎 義信

●CSR経営委員会メンバー

情報管理
コンプライアンス

・
企業倫理

危機管理 環境・品質人権・労働 社会貢献

CSR推進室

CSR経営委員会
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タムラグループは株主重視を経営の基本理念とし、経

営陣の強い使命感・高い企業倫理観に基づくコンプライア

ンス経営を実現するため、経営の効率性、透明性を向上

させ、企業価値を最大化することをコーポレートガバナン

スの基本的な方針としています。

コーポレートガバナンスの考え方

企業価値を最大化する企業経営に取り組むため、

コーポレートガバナンス体制の充実を図っています。

■■ コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス コンプライアンス・危機管理

■ 監査役制度と内部監査
3名（うち社外監査役2名）からなる監査役会をおき、取

締役会・経営会議への出席、取締役などからの営業報告

の聴取や決裁書類の閲覧、主要事業所での業務および財

務状況の調査などの監査業務を行っています。また、内部

経営の意思決定と業務執行の乖離を防ぐため、各事業

部門を統括する執行役員を取締役が兼務する「執行役員

制度」を採用しています。取締役会を原則毎月1回、取締

役と各部門責任者による業務執行・経営監視に関する経

営会議を毎月２日間開催し、取締役の効率的な業務執行

を確保しています。

コーポレートガバナンス体制

■ 取締役会と執行役員機構

タムラグループは、経営コントロールの強化を実現す

るための内部統制システムの目的を「経営の安定化およ

び効率化」「適正な説明責任の実行」「法規制と内部規程

の遵守」とし、「リスクマネジメント」「コンプライアンス」

「内部監査」をその実現手段として捉え、その実現のため

の体制を構築しています。

内部統制システム

●コーポレートガバナンス体制図

■ 金融商品取引法（J-SOX）への対応
会計監査制度の充実と企業の内部統制強化を求めてい

る金融商品取引法（J-SOX）が2008年度決算から適用さ

れることに対応し、2007年2月にJ-SOX対応内部統制構

築プロジェクトを発足。2006年度中に内部統制強化の適

用範囲、構築スケジュール、プロジェクト体制、費用概算

の立案を行いました。2007年度は、モデルプロセスの文

書化および評価・改善を進めるとともに、海外支店や関連

会社への展開も予定しています。

監査室は年度監査計画書に基づき、監査役と連携して本

社およびグループ各社の毎年30カ所以上の国内・海外の

拠点の内部監査を行っています。
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2006年度、グループにおけるコンプライアンス体制を

整備しその体制の確立・浸透・強化という目的を達成する

ため「コンプライアンス組織規程」を定め、代表取締役社

長を委員長とする「コンプライアンス委員会」および業務

執行部門とは独立した機関である「コンプライアンス統括

室」を設置しました。また、グループを７つのユニットに分

け、各ユニットにコンプライアンス推進責任者を置き、従

業員の適法性確保のために適時に対応できる体制の維

持・強化に取り組んでいます。

コンプライアンス体制

コーポレートガバナンス コンプライアンス・危機管理

●リスク管理規程にもとづいたレベル別対応プロセス

倫理・法令の遵守を徹底するとともに、想定されるさまざまな経営危機に適切に対応するため、

コンプライアンス・危機管理に関する各種規程を定め、社内体制の整備を進めています。

■■ コンプライアンス・危機管理

コンプライアンスに関わる内容（違法行為等）の相談、

通報制度として「社内通報規程」を制定し、イントラネット

や専用電話による「社内通報窓口」を運用しています。匿名

通報を認め、通報者に対する不利益処分を禁止するなど、

通報者の権利を保護し、社内リスクの早期発見につながる

情報提供を促しています。

■ 社内通報窓口

安全保障輸出管理とは、国外での製品や技術の不正使

用を防ぐ仕組みです。これに対応するため、2005年度に

代表取締役社長を最高責任者とする安全保障輸出管理体

制を構築し、グループ統括部門として安全保障輸出管理

委員会を設置しました。また事業部門と出荷部門に、輸出

管理責任者を置き、安全保障輸出管理業務の適切な運用

に取り組んでいます。

■ 安全保障輸出管理への対応

2005年4月に、個人情報保護や企業機密の保持と、その

社外への漏洩防止を目的として「機密保持に関する規則」

を策定しました。この規則の実施を徹底するため、従業員

および新入社員・中途採用者に対する教育・啓発活動を

行っています。2006年度は、機密レベルに応じて施設内を

ゾーンに分け、IDカード認証システムを導入。また、身近

な事例を用いた「機密保持に関する規則」質問集を作成し

て教育に活用するとともに、イントラネット上に公開してい

ます。

情報セキュリティ

経営に重要な影響を与えるリスク（経営危機）への対応

を定めた「リスク管理規程」を2006年4月に制定しました。

この規程では、経営危機に対して役員および従業員が一

丸となり、迅速かつ冷静に対応すること、そして人命に関

わる場合には、人命の保護・救助を最優先させて対応す

ることを原則としています。

また、リスクを法令抵触、信頼失墜、生命身体の危機、

財産損失の各度合いにより「アラームエスカレーション

項目」として抽出。さらに人命に関わる事故・災害、緊急

有事、重大な違法行為、役員・子会社代表の行為など、影

響の大きさに応じてレベルA（21項目）とレベルB（29項

目）に分類し、項目別責任者を定めています。

リスクマネジメント

■ リスク管理規程

「リスク管理規程」にもとづいた「アラームエスカレー

ション項目」を、すばやく漏れなく経営者や項目別責任者

に報告するため、イントラネット上に「アラームエスカレー

ションWeb報告システム」を設置しています。項目に該当

する事態を発見した人や報告を受けた人が必要事項を入

力することにより、項目別責任者、経営者を含む関連通報

先、発信者本人へ自動的にメールが送られます。送付され

た内容は、レベルに応じて、「リスク管理規程」に定められ

た危機への対応ルールにもとづいて対処されます。

■ アラームエスカレーションWeb報告システム

TMS_p07_08_070905_fix.indd   8 07.9.5   2:23:30 PM



タムラ製作所は大正13（1924）年、東京・大久保百人町

に、町の小さなラジオ店「田村ラヂオ商会」として誕生

しました。

創業者の田村得松は明治19（1886）年、島根県松江市

生まれ。旧制中学を卒業後、新聞記者として活躍してい

ましたが、米国の高度な科学技術に憧れを抱き、20歳で

単身渡米。働きながら夜学に通って機械技術を習得した

フロンティア精神の持ち主でした。そして帰国後、まだ

日本では放送実験の段階にあったラジオに将来性を見出

し、田村ラヂオ商会を設立したのです。

当初は、外国産のオーディオ製品や部品の販売、組み

立て修理が中心でしたが、やがて外国から取り寄せた資料

をもとに、トランスの開発に成功し、部品の自社開発・

製作に乗り出しました。昭和14（1939）年には「株式会社

タムラ製作所」を設立、「町のラジオ店」から「電子部品

メーカー」への脱却を図りました。このとき得松が掲げた

「必ずしも大会社にならなくてもいい。しかし、我が社が

つくり出すすべての製品は、いずれも世界の一流品を目指

さなければならない」との信念は、現在のタムラにも変わ

ることなく息づいています。

「町のラジオ店」からの出発

「町のラジオ店」から出発し、事業分野を拡大
しながら、「オンリーワン」カンパニーを目指し、
成長してきたタムラグループ。創業から83年の
歴史を振り返り、その原点にある「想い」を
田村逸也会長に聞きました。

タムラの
歴史から紐解く
CSRの原点

特 集

タムラの歩み 1920s 1930s

戦後の高度成長時代の到来は、タムラにとっても大きな

転換点となりました。昭和30（1955）年に国産初のトランジ

スタラジオが発売されたことを受けて、小型トランスを中心

とした民生用部品の大量生産体制の導入に踏み切ったの

です。官公庁向けの多品種少量生産を中心としていた当社

にとっては思い切った決断でしたが、独自性のない企業

は存続していくことはできないのはもちろんのこと、他社

に負けない強み、特色をどのように確立していくかという

ことを、常に考えてきた結果でした。この後、テレビやテー

プレコーダーなど家庭用電子機器の急速な普及もあり、ト

ランスの需要はさらに急増。早期に量産体制を確立させ、

膨らむ需要に対応できたことが、当社の発展の基礎となっ

たのです。

昭和35（1960）年に私が社長に就任してからは、経営

の近代化を図ると同時に、電子化学材料、情報機器などさ

まざまな事業分野に進出、事業の本格的な多角化を図り

ました。さらに、昭和40年代からは、台湾やマレーシアな

ど生産拠点の海外進出を開始。その後も、新たな電子機器

の登場や市場構造の変化に対応するため、欧米へも進出を

果たすなど、国内外拠点の再編成を進めました。

そうしたなかでも、ナンバーワンではなくオンリーワン

を目指すというタムラの姿勢を堅持することは常に念頭

に置いていました。

大量生産体制・事業の多角化への移行

1950s
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1969（昭和44）年4月
タムラ精工（株）設立
1969（昭和44）年5月
初の海外工場・
台湾田村電子（股）設立
1960（昭和35）年
テレビ用トランス
1965（昭和40）年
高圧トランス

1961（昭和36）年5月
（株）タムラ化学研究所に社名変更
1968（昭和43）年8月
タムラ化研（株）に社名変更
1961（昭和36）年
プリント配線板用耐はんだマスク
1969（昭和44）年
カーボン抵抗塗料［カーボロイド］

1964（昭和39）年8月
機工工場設立
1968（昭和43）年
浸漬式自動はんだ付システム

1960（昭和35）年
VD形中継線輪架
1961（昭和36）年
放送局用音声調整装置1号機
1962（昭和37）年
ワイヤレスマイク

1924（大正13）年5月
東京・新宿に
「田村ラヂオ商会」設立

1926（大正15）年
自社ブランドラジオ

1939（昭和14）年11月
（株）タムラ製作所設立
1930（昭和5）年
音声機器用低周波トランス
1931（昭和6）年
自社ブランド電気蓄音機

1937（昭和12）年
放送機器用トランス

1954（昭和29）年
トランジスタラジオ用
トランス
1956（昭和31）年
小型カットコアの
国内初生産
1959（昭和34）年
防衛機器用トランス

1958（昭和33）年9月
（株）タム化学研究所
（現、タムラ化研（株））設立
1956（昭和31）年
日本初の完全非腐触性
はんだろう接材
［ソルダーライト］
1957（昭和32）年
ソルダーペースト

電
子
部
品
セ
グ
メ
ン
ト

電
子
化
学
材
料

セ
グ
メ
ン
ト

は
ん
だ
付
装
置

セ
グ
メ
ン
ト

情
報
機
器

セ
グ
メ
ン
ト

5球ラヂオ

淀橋区大久保百人町の
田村ラヂオストア

タムラヂオブランド
電気蓄音機

放送局用
音声調整装置1号機
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1960s 1970s 1980s 2000s1990s

得松は、外に「世界一の製品」を提供する一方、社員には

「日本一の待遇をもって報いる」ことを経営の理想として

いました。給料などの面だけではなく、若い社員が夜学で

電気工学を学べるよう便宜を図るなど、社員の成長をさま

ざまな形で支援したのです。

そして、タムラが社是のひとつとして掲げるのは「仕事

で自分を創る」。企業だけではなくそこで働く人も、他に

負けない何か、光り輝く「個」を持っていなくてはならない

時代。社員には、ただ漫然と「働く」のではなく、自主的、

主体的に仕事に取り組む姿勢を持ってほしい、そしてそこ

から喜びや意義を見出してほしいと思っています。

海外進出の際にも、支社の運営そのものを、現地の社員

に任せる形を基本としてきました。マレーシアで初めて

入社試験を行ったときには、定員200名の枠に2,000名

近くもの応募があり、驚いたことを昨日のことのように覚えて

います。文化の違いなどもあり、当初は試行錯誤の連続

でしたが、社員に「自分たちの企業なんだ」という意識が

なければ、本当のものづくりはできないということを精力的

に伝えました。

仕事の面白さを実感しながら、能動的に行動できる人

材の育成に取り組んできたことが、常に新しい技術価値

を創造し続けてきたタムラの歩みを支えてきたともいえる

でしょう。社員の仕事に対する充実感と、企業の発展とは

相対関係があると思います。社員が「働きがい」を感じら

れるような会社であれば、会社が発展していくのはむしろ

当然のことだと考えています。

光輝く「個」が、会社の発展をもたらす 原点に立ち返りつつ歩み続ける

アジア諸国の急速な経済発展などを受け、業界内の競争

もさらに激しさを増しています。今後も企業として存続して

いくためには、社会から高い価値を認められる存在である

ことが、いっそう強く求められるでしょう。環境への配慮など、

時代に応じた社会的責任を果たしていくことも、より重要

になってくるはずです。

質の高い製品や技術を通じて、社会に貢献したい̶、

その「原点」に常に立ち返りながら、「オンリーワン」カン

パニーを目指して、タムラは今後も歩み続けます。

インタビュー実施日：2007年6月15日
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1969（昭和44）年4月
タムラ精工（株）設立
1969（昭和44）年5月
初の海外工場・
台湾田村電子（股）設立
1960（昭和35）年
テレビ用トランス
1965（昭和40）年
高圧トランス

1973（昭和48）年2月
安全電具（株）設立
1972（昭和47）年
VTR用電源トランス
1972（昭和47）年
宇宙開発機器用トランス
1973（昭和48）年
温度ヒューズ
1974（昭和49）年
大型トランス
1975（昭和50）年
高周波チョークコイル

1984（昭和59）年
スイッチング電源用トランス
1988（昭和63）年
アモルファスコア

1994（平成6）年
圧電トランス
圧電インバータ
1998（平成10）年
リモコン待機用電源トランス

2002（平成14）年
平滑用パーマロイダスト
チョークコイル
2004（平成16）年
液晶ＴＶ用バックライトインバータ

2005（平成17）年
OA機器用高圧電源

1961（昭和36）年5月
（株）タムラ化学研究所に社名変更
1968（昭和43）年8月
タムラ化研（株）に社名変更
1961（昭和36）年
プリント配線板用耐はんだマスク
1969（昭和44）年
カーボン抵抗塗料［カーボロイド］

1976（昭和51）年
紫外線硬化型ソルダーレジストインク
［フォトコート］

1985（昭和60）年
液状フォトソルダーレジスト
［ファインデル］

1998（平成10）年
ビルドアップ用層間絶縁材料
1998（平成10）年
鉛フリー用ソルダーペースト
［LFSOLDER］

2003（平成15）年
導電性接着剤
2007（平成19）年
フレックスリジッド用層間絶縁材料

1964（昭和39）年8月
機工工場設立
1968（昭和43）年
浸漬式自動はんだ付システム

1979（昭和54）年
ワーク上下式自動はんだ付装置

1981（昭和56）年
マルチウェーブ式噴流はんだ付装置
1986（昭和61）年
リフローはんだ付装置

1995（平成7）年4月
（株）タムラエフエーシステム設立
1992（平成4）年
窒素封入（N2）はんだ付装置
1999（平成11）年
鉛フリー対応

2000（平成12）年
VOCフリー対応
2004（平成16）年
半導体向け
はんだバンプ形成装置

1960（昭和35）年
VD形中継線輪架
1961（昭和36）年
放送局用音声調整装置1号機
1962（昭和37）年
ワイヤレスマイク

1970（昭和45）年
ワイヤレスインターカム
1976（昭和51）年
ＣＳＶ型監視制御装置

1981（昭和56）年
CD形監視制御装置
1984（昭和59）年
デジタル制御アナログ音声調整装置
1985（昭和60）年
DSV形監視制御装置

1993（平成5）年
MCM形運用情報集配信装置
1997（平成9）年
デジタル音声調整装置
1997（平成9）年
デジタルワイヤレスインターカムシステム

2004（平成16）年
携帯電話等機能抑止装置
2006（平成18）年
シリーズ最高峰
デジタル音声調整装置

1954（昭和29）年
トランジスタラジオ用
トランス
1956（昭和31）年
小型カットコアの
国内初生産
1959（昭和34）年
防衛機器用トランス

1958（昭和33）年9月
（株）タム化学研究所
（現、タムラ化研（株））設立
1956（昭和31）年
日本初の完全非腐触性
はんだろう接材
［ソルダーライト］
1957（昭和32）年
ソルダーペースト

鉛フリー対応
リフロー
はんだ付装置

世界初の
トランジスタテレビに採用

宇宙開発機器用
トランス

アモルファスコア使用
ギャップ付きトロイダル

ノートPCバックライト用
圧電インバータ
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司会：タムラグループの CSR を考えるうえで、「タムラのよさ」

を再確認することは大切なことですが、皆さんが日ごろ感じている

「タムラのよさ」はどんなところにあると思いますか。

趙：私は上海から出向してきたのですが、中国でも日本でも、タムラ

では中間管理職が責任を持って仕事を行い、会社をよい方向に

ひっぱってくれていると感じています。また、営業として、技術の方

と相談しながらお客様にさまざまな提案ができる環境があるので、

モチベーションを高く保つことができています。

神山：私は電流センサの開発・設計を担当していますが、やはり

新入社員のときから実践的に責任のある仕事を任せてもらえたの

がよかったです。初めは恥もかきましたが、貴重な学びになりまし

た。また、社内の雰囲気がよく、問題が発生してもみんなで共有し

て解決できるので、安心して働くことができます。これはやはり長

年培われてきたよき社風によるものだと思います。

大塚：確かに職場の雰囲気はアットホームで、リーダーやマネ

ジャーともコミュニケーションが取りやすいです。上司の方々もよく

面倒を見てくれるし、営業、技術、製造がうまく連携しているのを感

じます。

山田：高い技術力をお客様のニーズに応えるために最大限に活か

そうとする職人気質が、柱となる4つのセグメントをしっかり支えて

いると感じます。

山森：タムラFAシステムでは、趙さんの話にもあったようにその核と

なる中間管理職の方たちの技術力が、非常に優れており、学ぶべき

ことがたくさんあります。

佐々木：私は、営業アシスタントをしていて、オーディオ愛好家の

タムラグループのよさは、
アットホームで頼り合えること

従業員一人ひとりが、タムラグループの一員として、
会社をよりよくするために、どのような取り組みを
していくべきなのか。2007年7月4日、さまざまな
部門の従業員が埼玉事務所に集まり、改めて「タムラ」
を見つめ直し、語り合いました。

司会：「タムラのよさ」がアットホームな社風やそのブランド力に

ある一方で、現在課題と感じているところはありますか。

大塚：先ほど、上司の面倒見がよいという話をしましたが、失敗を

怖れるばかりにリーダーが過保護になって、後輩がなかなかひとり

立ちできないというマイナス面もあります。

神山：私も、後輩の学びを支えるのが上司の個人的資質による部分

が大きいと感じています。技術の現場は理系の男性が多く、言葉

で伝えることが得意でない人も少なくないので、技術や実務のノウ

ハウをわかりやすく伝達するツールや仕組みをつくれば、改善でき

るのではないかと思います。

山田：私は中途採用だったため、最初にタムラならではのルール

やマニュアルを研修などで教えてもらえれば、業務になじみやす

かったと思います。

趙：「研修より実地で」、「ルールを設けるより自主性に任せる」と

いうやり方に利点がある一方で、マニュアルなどのシステムが確立

されていれば、従業員が力を発揮しやすくなるのではないでしょうか。

石井：何をしてよいかわからず、戸惑っている新入社員を見かける

こともあるので、教育係がいればとも思います。

冨岡：私の部では定期的に勉強会をやっているので、新人も、中途

職場での教育が課題

個人のお客様からお問い合わせをよく受けるのですが、「タムラ・

ブランド」への信頼が非常に高く、会社への誇りを感じることがで

きます。

冨岡：私は入社10年間、総務の仕事をしてきました。異動を希望し

て海外で活躍している女性もいるので、女性の立場からも可能性を

感じられる会社だと思います。

従業員座談会
特 集
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司会：今後、さらによりよい会社をつくっていくためには、どのような

ことが必要だと思いますか。

石井：部門によっては男女比率の差が大きく、発言しづらい雰囲気

があったり、女性の活躍の道が開かれていないと感じることもあり

ます。

佐々木：男性の社員は、発表会などで違う部の方 と々交流できます

が、女性の場合は同期以外、なかなか横のつながりを持つ機会が

ありません。

冨岡：今回、座談会に参加して、このような機会を自分たちで

つくってもよいなと思いました。

山田：各部でのやり方や試みを、互いに伝え合って知恵を集める

ことができたら、業務の改善につなげられると思います。

大塚：開発に関してですが、どうしても現在売れている分野に人材

や資金が集中してしまうので、次世代に向けた開発にもっと力を

入れるべきじゃないでしょうか。

山森：タムラFAシステムでは、お客様が求めるものに誠実に応えて

きた結果、環境配慮型の鉛フリーやVOCフリーはんだ付装置の

開発が進みました。今後も環境対応に力を入れつつ、将来を見据

えた開発に取り組むことが大切だと思います。

山田：お客様のニーズに誠実に応えていく姿勢はもちろんのこと、

これから成長する分野にも積極的に挑戦していく企業風土をもっと

育てていく必要があると感じています。

趙：私は、社員一人ひとりが幸せになるために仕事をがんばることが

基本だと思うので、楽しい職場、幸せな職場づくりのために、能力

のある人がきちんと評価される仕組みづくりが大切だと思います。

司会：タムラグループがよりよい会社になるために、個人で努力で

きる部分と組織として取り組まなければならない課題が明確に

なってきたのではないでしょうか。今後も社内コミュニケーション

を深めるために、このような機会を設けることが大切だと感じました。

本日はありがとうございました。

よりよい「タムラ」をつくるために

今回の座談会では、「従業員が会社に対し誇りを持てているか」、「よりよくしたいという気持ちを伸ばし

ていく環境にあるか」、というCSRを推進するうえでの根幹に立ち戻ることができました。同時に参加者

全員が、タムラグループのよさを理解し、よりよい会社にしたいという想いに溢れており、心強く感じました。

しかし一方で、職場での教育・情報交換の場といった、個人の力以外の組織的なサポートが不足していると

感じました。この状況を真摯に受け止め、今後の取り組みに活かしていきたいと思います。

■ 座談会を終えて

コーポレート戦略本部

CSR推進室 室長

長谷崎 義信

採用者も、ベテランもいっしょに知識を共有でき、仕事がやりやすく

なっていると感じています。

石井：今、パソコンが主流なので、成功事例を職場のサーバーに

書き込んでタムラならではのルールやマニュアルを共有していけれ

ばよいと思います。

タムラ製作所
経営管理本部

経営支援グループ

山田 顕一

タムラ製作所
ホーム＆インフォコムデバイス事業部

HI営業統括部 営業管理グループ

冨岡 春美

タムラ製作所
ブロードコム事業部

ネットワーク部門 生産グループ

石井 史絵

タムラ製作所
ホーム＆インフォコムデバイス事業部
HI営業統括部 ネットワークエクイップメントグループ

趙
チョウ

駿
シュン

タムラ製作所
アビオ＆インダストリアルデバイス事業部

AI営業統括部 営業管理グループ

佐々木 牧子

タムラ化研
開発センター
機能性塗料開発部 第一技術グループ

大塚 潔

タムラ製作所
アビオ＆インダストリアルデバイス事業部
AI技術統括部 モジュール開発グループ

神山 直太

タムラFAシステム
技術部 技術一課

山森 真一

座談会参加者
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タムラの電子部品は、世の中の至るところで使われてい

ます。例えば、最近は細かく温度調節できるインバータ

エアコンが主流ですが、インバータ回路は非常に短い

時間でON・OFFを繰り返しているため、ノイズが発生し、

他の電化製品に影響を及ぼします。そのノイズをブロック

するため、エアコンにはリアクタ※1が使われています。

また、広くオフィスで使われているレーザープリンターに

は、カーボントナーを静電気で貼り付けるために非常に高い

電圧を必要としますが、その高い電圧をつくり出すための

一方式に、圧電セラミックトランス※2が使われています。

※1 リアクタ（reactor）：交流回路に誘導抵抗を与える電気部品。
※2 圧電セラミックトランス：機械的な共振振動を利用して電圧を変換する

昇圧部品。

身の回りで広く使われる電子部品

●電源トランス  オーディオトランス

　通信トランス  リアクタ  ＡＣアダプタ

お客様の製品開発のニーズを

的確にとらえ、多品種をカスタム展開。家庭用機器、情報

機器、産業機器、宇宙機器に幅広く採用されています。

●車載用チョークコイル※3

　金属磁性材料の特性を活かし、チョークコイルを高温対応、

小型化。車載用として自動車市場向けに展開しています。

※3 車載用チョークコイル：電磁ノイズを低減させるために車用電子回路
に取り付けて使用。

●温度ヒューズ※4

　含有化学物質への取り組みとして、業界でいち早くRoHS

指令に対応し、シリーズ化。さまざまな電気機器に多岐にわ

たり使用されています。

※4 温度ヒューズ：電気機器の加熱防止のため設定温度以上に達すると溶断
し機器を停止させる。

連結売上の約半分を電子部品セグメントが占めています。

その事業範囲は非常に広く、業態では、セラミック素子と

いう素材の生産からトランス各種の部品生産を経て充電

器などの完成製品にまで及びます。市場では、一般家電

から産業機器、宇宙機器にまで製品を供給しています。

また、近年の社会的ニーズである「含有化学物質の環境

対応」、「低消費電力の省エネルギー対応」などにも積極

的に展開し、刻々と変化する市場に対応しています。

電子部品セグメント

タムラの電子部品が持つ強み

タムラグループの事業 タムラグループの事業

セラミック新工場

●LED照明

今後、新たに期待される事業として、「LED照明」があ

ります。全方向照射高密度LEDランプをはじめ、直線状に

光源を配置した高密度小型LED照明、フラット導光板照明、

電球置き換え型LEDランプなど各種製品開発に取り組ん

でいます。

従来からの市場ニーズである小型化、軽量化、高効率化

への対応に加え、ますます要求が高まる化学物質含有規

制への対応についても取り組んでいく必要があり、タムラ

の社会的責任として、今後も積極的に取り組んでいきます。

今後の課題と展望

ノートPC、レーザープリンターや液晶テレビなどます

ます需要が拡大している圧電セラミックの増産に対応

するため、2007年4月、埼玉事業所にセラミック工場を

新設しました。

「高圧は圧電の時代へ 変化を形に！」というスローガン

のもと、今後もOA・液晶市場に重点を置き、積極的に事

業展開していきます。

圧電セラミック専門工場完成

世界市場シェア

10%
以上

世界市場シェア

10%
以上

国内シェア

100%
国内シェア

100%
JAXA国産衛星
電力系トランスコイル

ノートパソコン用
インバータ

注）タムラグループの事業ページ（p.13～16）に記載されているシェアについては、2007年３月時点での当社調べです。
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情報機器セグメントにおいては、ＮＨＫ様をはじめ民放

各局のスタッフコミュニケーションツールとして、ワイヤレス

インターカムシステムを中心とした各種音声機器を提供して

おり、アフターサービス面も含めて提供することにより、安定

した番組の提供に寄与しています。また、「安心」「安全」をコン

セプトとした鉄道向け駅用ワイヤレスマイクロホンシステムで

は、日々、鉄道の安全輸送に貢献しています。これらの製品

は、お客様から「操作性」「高機能」「高信頼性」などの理由に

より高い支持をいただきシェアNo.1を誇っています。

一方、ICT※時代を迎えた今日、従来のNTT様をはじめと

する通信事業者様向け通信設備システム分野およびセキュ

リティ機器分野だけではなく、新たに情報通信端末分野に

タムラの情報機器の強みと社会的意義

情報機器セグメント
タムラグループの事業 タムラグループの事業

長年、放送用音声調整卓で培ってきた国内業界トップ

クラスの実績および信頼性を武器に世界一流のプロオー

ディオ・コミュニケーション企業を目指すとともに、放送と

通信の融合等の動向を踏まえ、安心・安全・快適なブロー

ドバンド・ユビキタス社会に貢献するオンリーワン企業と

しての成長も目指していきます。

今後の課題と展望

情報機器セグメントは「いい音タムラとコミュニケー

ション」をコンセプトにデジタル放送化のなかで、最先端

の技術を駆使した放送用音声機器、無線連絡装置を放送

局などへ提供しています。また、ブロードバンド・ユビキタス

社会に貢献する各種通信事業者向け通信設備システムを

手掛ける一方で、安心・安全・快適な暮らしに貢献する

セキュリティ機器・福祉機器も提供しています。

も進出しています。

誰にでも簡単・安心・快適に利用していただける機器

の提供により、福祉分野にも貢献すべく取り組んでいます。

※ ICT：Information and Communication Technology

国内シェア

 50%
以上

国内シェア

 50%
以上

国内テレビ局生放送向け
デジタル音声卓

国内シェア

 80%
以上

国内シェア

 80%
以上

国内放送局向け
デジタルワイヤレス
インターカムシステム

国内シェア

 65%
以上

国内シェア

 65%
以上

大手私鉄・公営鉄道向け
ワイヤレスマイクロホン
システム
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電子機器の製造過程として必要不可欠である電子化学

材料。タムラ化研では、そのなかでもはんだ付関連材料分野

とプリント配線板関連材料分野の開発に取り組んでいます。

縁の下の力持ち

はんだ付関連材料分野におい

ては、業界でも先進的に研究開発

を進めています。なかでも、はんだ

付に欠かせない材料であるフラックスを業界で初めて開発し、

日米で特許を取得しました。

今日では、鉛フリーはんだ付に対応したフラックスをはじ

め、フラックス業界の50%以上のシェアを維持しています。

また表面実装用として、はんだ合金を粉末化し、フラックス

を混ぜることでクリーム状にしたソルダーペーストにおいて

も、鉛フリー化をはじめ、パッケージ用といった先端の業界

ニーズに対応し、業界で30%以上のシェアを獲得しています。

昨今ではこうしたフラックス、ソルダーペーストに加えて、鉛

フリーソルダーペーストの課題のひとつであった接合温度を

引き下げ、百数十度の低温下で部品を実装でき、電子部品

を痛めることのない新世代はんだ付材料として導電性接着剤

を開発・商品化しました。今後ますます小型化・精密化する

部品の実装に貢献するものとして業界で期待されています。

タムラ化研は、タムラグループの化学材料開発部門を

事業化し、「よいトランスをつくるには、よい素材から」を原点

に、研究開発を行ってきました。電子化学材料は、電子機器

が多種多様化するなかで、エレクトロニクス産業の成長に

不可欠です。タムラ化研では、長年蓄積してきた研究開発

の成果を駆使し、微細化する業界のニーズに対応した

はんだ付材料・プリント配線板材料を環境への影響も配慮

し、提供しています。

電子化学材料セグメント

部品と部品をつなぐ橋

タムラグループの事業 タムラグループの事業

プリント配線板材料分野においても、より高密度化、多

層化するプリント配線板に対応した材料の開発が求められ

電子部品の屋台骨

BGAランド部分の印刷状態

これら電子化学材料は、最終消費者に直接製品として

販売されることはありません。しかし地球温暖化といった国際

的な環境問題防止に貢献し、RoHS指令・ELV指令・VOC

規制・REACHといった国内外の化学物質規制を遵守した製品

を提供することで、電子化学材料が使用される代表的なエレク

トロニクス機器である携帯電話・テレビ・ゲーム機・車・パソコン

などの商品を通じ、地球環境に優しくを合言葉に人々の暮ら

しや社会に貢献していきます。

今後の課題と展望

ています。

たとえば、プリント配線板の回路形成が微細化していくに

従って、その製造過程も印刷方式から写真現像方式に転換し

ています。これに対応し、写真現像方式用として液状ソルダー

レジスト※1を開発・商品化しました。

またプリント配線板の多層化が進展し、配線板内部の層間

絶縁材料の要求が高まり、それに対応し、ビルドアップ用層間

絶縁剤※2を開発し、そのニーズにいち早く応えています。

このほか、フレキシブル基板用素材、プリフラックス※3、カー

ボン製導電性塗料※4などを開発し、注目されています。

このように、プリント配線板関連材料の開発に常に最先

端を目指しているほか、環境へも配慮した製品開発にも積

極的に取り組んでいます。
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国内シェア

30%
以上

国内シェア

30%
以上

国内シェア

50%
以上

国内シェア

50%
以上

フラックス ソルダーペースト

実装後のプリント配線板

液状ソルダーレジスト

高耐熱水溶性プリフラックス

層間絶縁樹脂フィルム

低アルファ
ソルダーペースト

※１ 液状ソルダーレジスト：耐はんだ付絶縁性保護膜を形成する素材。
※２ ビルドアップ用層間絶縁剤：多層プリント基板での層間絶縁性を形成する

素材。
※３ プリフラックス：プリント配線板銅箔酸化防止プリコート素材。
※４ カーボン製導電性塗料：キー接点などに使用される炭素素材。
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2000年以降、鉛フリー対応装

置の需要が急速に伸びるなか、い

ち早く鉛フリー対応装置を販売

したことにより国内シェアNo.1を

勝ち取ることができました。リフ

ロー※1はんだ付装置（以下、リフ

ロー装置）に関しては、他社より半年早い1999年12月に、

鉛フリー対応エアーリフローTAR30-36PHを発表しました。

また、ウェーブ※2はんだ付装置（以下、ウェーブ装置）につい

ては1996年に「オンリーワン商品※3」でもある電磁誘導式

はんだ槽Mr.FLIPを発表。鉛フリーになり、はんだの価格が

数倍に跳ね上がったことで、酸化物を抑えることのできる

Mr.FLIPは鉛フリーウェーブ装置のさきがけとなりました。

はんだ付装置事業の発展

はんだ付装置セグメント
タムラグループの事業 タムラグループの事業

現在、中国製鉛フリー対応装置の登場で、市場における

製品の販売価格が低下しつつあります。競争力向上を目指し、

高品質で環境に優しい装置を低価格で提供できるように

するため、蘇州工場での生産を強化しています。

今後、中国では台湾EMS※4系顧客の獲得を進めるととも

にさらなるグローバル展開として、ヨーロッパ、インドでの

マーケット強化を図っていきます。

※4 EMS：Electronics Manufacturing Service

今後の課題と展望

プリント配線基板はさまざまな電気製品、自動車等に

使われています。タムラFAシステムはそのプリント配線

基板のはんだ付けを行う装置の製造、販売をしています。

2000年以降の鉛フリー化時代到来で、錫
すず

・鉛組成のはん

だから、錫
すず

・銀･銅といった鉛を含まない組成のはんだに

変わったことで、はんだの融点が約40℃上昇しました。し

かし、部品の耐熱温度は上がらないことから、その対応の

ため、装置のさらなる能力アップを進めています。

電磁誘導式はんだ槽Mr.FLIP

これらの装置は電気メーカー、自動車メーカー等に納められ、

人々 の暮らしに身近な薄型テレビ、携帯電話、パソコン、ゲーム機

のプリント配線基板のはんだ付けに活躍しています。ここ

数年、中国・東南アジアを中心に鉛フリーはんだ付装置は

普及が進み、中国には約1,500台、東南アジアには約1,000

台の装置を納入しています。これらの装置は、中国上海を

中心に4拠点、シンガポールを中心とした東南アジアの3拠点

で販売。2006年10月には古河電気工業（株）との合弁会社

タムラ古河マシナリーを設立し、国内シェアは50％近くに

なりました。この合弁により、中国での生産工場を持つことで、

さらなる中国展開を図っていきます。

※1 リフロー：表面実装用はんだ付電気炉。

※2 ウェーブ：噴流式はんだ付装置。

※3 オンリーワン商品：市場においてタムラの独自性と強みを十分に
発揮し、競合他社に対して優位に位置し、かつ市場に認められた製品を
オンリーワン商品と位置付け、ラベル付けしています。

2006年10月よりはんだ付装置全般を総称する製品

ブランドを「トリア イプシロン」としプロモーションしています。

トリア イプシロンとは、ギリシャ語で「3つのE」の意味で、

タムラのはんだ付装置の製品コンセプトであるEcology

（＝環境配慮型）、Economy（＝省エネルギー、低コスト）

および装置の信頼性向上、操作性向上のため搭載した

Windows®XP Embedded から由来しています。

ブランドロゴ決定

総称ブランドロゴ

ウェーブ装置ロゴリフロー装置ロゴ

国内シェア

18%
国内シェア

18%
国内シェア

12%
国内シェア

12%
大気ウェーブ装置 大気リフロー装置

国内シェア

48%
国内シェア

48%
国内シェア

32%
国内シェア

32%
N2ウェーブ装置 N2リフロー装置
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お客様満足度向上への取り組み

独自の技術による高品質な製品の供給を通して、お客様の満足度向上に取り組んでいます。

■■ お客様との関わり

社会性報告 社会性報告

タムラグループは、製品の納入のみで終わることなくお

客様密着型の製品開発やアフターサービスを通じて、お

客様と長年の信頼関係を築いています。

また、システム構築やコミュニティ開設など今後も積極

的に取り組んでいきます。

■ お客様との結びつき

お客様からの「必要な時に、必要な物を、必要なだけ」

という納品のご要望にお応えするために、国内外の営業・

生産拠点にMAPSシステムを導入しています。

これは、営業・技術・生産管理・資材・製造・流通・経

理の業務を一元管理する基幹業務システムで、2004年

1月に国内で稼働を開始。その後海外拠点にも順次導入し、

2007年6月現在、国内5工場3営業所、中国エリア3工場2

営業所、アセアンエリア1工場1営業所の計15カ所で運用

されています。

このシステムによって、国内はもちろん、海外の事業拠

点についても、発注から設計、部材納期、生産などの各工

程の状況を本社で一元的に把握し、最適な管理を行うこと

ができます。また、それぞれの工程に確約リードタイムを

設けて業務を行うことにより、従来に比べより確実で迅速

な納品を可能にしました。
※1 SCM：Supply Chain Management 
※2 MAPS：Management Accounting Production Sales の頭文字からなる
タムラグループのERPシステムの名称。

■ SCM※1の展開（MAPS※2システム）

●MAPSシステムの導入拠点

T's Barは、タムラ製作所が主体となって運営する、管球

アンプを中心にオーディオを楽しむ方々のための情報共有

コミュニティサイトです。古くから管球オーディオ機器に携

わってきた企業として、管球オーディオを愛好し、支持して

くださるお客様とのコミュニケーションを目的に、2006年

5月に開設しました。サイトではオーディオに関するエッセ

イやイベント情報を掲載するほか、お客様が自由に書き込

める掲示板を設けて意見交換の場を提供し、管球オーディ

オファンコミュニティの活性化に貢献しています。
＊T's bar の詳細は、http://www.tamura-ss.co.jp/tsbar/をご覧ください。

■ T's Bar

英国
中国（香港、深圳、恵州、上海）

マレーシア

シンガポール

米国

メキシコ
チェコ 日本

タムラ製作所は経済産業省に対し、ACアダプタ

58万台の回収開始を報告し、2006年10月4日に

報道機関へのプレスリリースとホームページへの

掲載を行いました。当社製ACアダプタの一部に、

本体プラスチックケースに亀裂が入る不具合が発

生したためです。これに伴い、該当製品を使用して

いるすべてのお客様に対してケース材質を変更し

た交換用ACアダプタを宅配便にてお送りし、あわ

せて不具合品を回収し、事故を未然に防止いたし

ました。

タムラ製作所では、この日のことを風化させるこ

となく思い起こすために、10月4日を「品質デー」

とし、二度とこのような問題でお客様にご迷惑をお

かけすることのないよう、従業員一人ひとりが、全

力で品質向上に取り組んでいくことを定めました。

   「品質デー｣10月4日の制定
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「タムラグループ購買基本方針」では、「グローバルカンパ

ニーとして世界的な視野で資材調達を推進し、タムラグルー

プビジョンに理解を示し、継続的なパートナーシップを構築

できる会社とともに、利益創出を追求致します」と定め、品質、

環境、独自性など7つのポイントを購入の基準としています。

購買方針

■■ 取引先の皆様との関わり

　CSR調達を推進するにあたり、2007年3月「タムラグループ調達ガイドライン」を日本語、中国語、英語の3言語で作成

しました。2007年度以降、取引先の皆様に配布し、基本的人権、コンプライアンス、安全、環境など14項目を推進していきます。

CSR調達の推進

　2007年3月に中国深

圳にて田村電子（深圳）

の取引先の皆様約70社

に説明会を開催し、タムラ

製作所代表取締役専務

と技術責任者、田村電子

（深圳）の総経理と各部門責任者より、タムラグループ

の動向説明を行い、不良撲滅、グリーン調達の強化を

お願いしました。そして、これらを踏まえたうえで真の

パートナーとなれるようコミュニケーションの充実を図

るとともに、その内容をタムラ製作所の関係部署へ伝

達することを約束し、関係強化に努めることとしました。

開催後、取引先の皆様からご提案をいただいたこと

も受け、今後は毎年1回の開催を予定しています。

半期に１回、決算発表後数日以内にアナリスト・機関投資家向け決算

説明会を開催し、継続的な情報開示を行っています。決算説明会では、

IR活動に関するアンケートを実施し、株主・投資家の皆様に向けた情報

発信方法を改善するよう努めています。

また、迅速かつ公平な情報を公開するため、IRホームページを開設し、

コミュニケーション促進に取り組んでいます。そのほかにも株主・投資家

の皆様向けの各種情報媒体として、決算短信（四半期ごと）や株主通信な

どを発行しています。

株主・投資家とのコミュニケーション

■■ 株主・投資家の皆様との関わり

グリーン調達の推進

お客様に環境に配慮した安全な製品をお届けするため、

タムラグループの「グリーン調達基準」を定め、環境保全活

動に取り組む取引先の皆様からの、環境負荷の少ない部品

の調達を積極的に進めています。また、「グリーン調達基準」

に定めた29物質の含有化学物質調査を行い、回答データ

を共有し、新製品への部材採用評価基準のひとつとして活用

しています。

社会性報告 社会性報告

お客様に満足していただける製品をお届けするために、取引先の皆様と協力して、

品質・環境・社会的責任への配慮に取り組んでいます。

株主・投資家の皆様にタムラグループを正しく理解・信頼していただくため、

各種法令・規則に沿って企業情報の適時かつ適切な開示に取り組んでいます。

セラミック新工場視察会

中国ベンダーミーティング
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従業員についての考え方・方針

従業員一人ひとりの成長がタムラグループの成長を支えます。

従業員の能力向上や健康・安全のため、さまざまな取り組みを行っています。

■■ 従業員との関わり

社会性報告 社会性報告

タムラグループは、従業員一人ひとりの「パートナーシップ」

「人間的な成長」「革新する勇気」「多彩な個性」を大切にします。

また、公正な視点で従業員を評価し、努力によって成果

をもたらす人を最も賞賛します。また健康と安全のため、快適

で能率的な職場環境を整えてそれぞれのライフスタイル

に対応していきます。

従業員の健康や安全のため、安全管理活動や快適な職

場環境の形成に力を入れています。2006年4月の労働安

全衛生法改正をうけ、健康配慮をさらに強化。ストレスに

着目し、労働時間管理を徹底、必要に応じて産業医の指

導を受けるなどの措置を講じます。健康診断の結果から

生活習慣病のおそれがある場合、生活改善指導や必要に

応じて就業制限を行うなど徹底した健康維持活動を行っ

ています。メンタルヘルスに関しても、管理職向けメンタ

ルヘルス研修の実施や「電話相談窓口」を設置するなど、

対策を推進しています。

また、年１回の社長自らによる職場巡視は、職場の安全

衛生を全従業員で確認する機会となっています。

2002年度より職務グレード制を導入しました。これは年

齢、学歴、性別などに捉われず、「具体的行動と成果」によ

り従業員の職務グレードを定めるもので、個々の能力を十

分に発揮し、責任ある職務に積極的にチャレンジする風土

を醸成しています。

■ 職務グレード制

人事制度・人材育成

従業員個人の希望と会社組織双方のニーズを満たし、組織の

活性化を図るため、人材を必要とする部門が希望者を募る「社

内公募」と、個人が希望する職務を掲示し、採用を働きかける

「キャリアチャレンジ登録」をイントラネット上で実施しています。

■ 社内公募キャリアチャレンジ

それぞれの職務に必要な知識・

技能の習得のため、階層ごと、職

種ごとに研修プログラムを設けて

います。今後も定期的に見直しを

行い、改善に努めていきます。

■ 社内研修

「活力ある組織、元気な社員」を目指し、従業員のモチ

ベーションを向上させるためのあいさつ運動、「元気アップ

運動」に取り組んでいます。これは、元気の素はあいさつか

らと考え、従業員同士はもとより、外からのお客様に対して

もさわやかなあいさつをして、活気あふれる会社にしてい

こうというものです。

■ 元気アップ運動

労働安全衛生

若手社員が中心となって従業員同士の交流を深めるた

め、社内納涼祭や、スキーツアー、ボーリング大会などの社

内イベントを企画・実施しています。

特に毎年7月～8月に開催される納涼祭はタムラの夏

の風物詩です。社長の乾杯で始まり、新入社員の出し物や、

生バンドの演奏、カラオケなどで盛り上がり、従業員同士

の絶好の社内コミュニケーションの場となっています。

社内コミュニケーション

社員旅行 納涼祭

●教育研修制度

階層別研修

一般研修

新
入
社
員
研
修

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修

リ
ー
ダ
ー
研
修

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
基
礎
研
修

管
理
職
通
信
教
育

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
研
修

組
織
活
性
化
研
修

英会話研修
ＩＳＯ研修
技術者研修
ＣＳＲ研修

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
各
種
研
修

各種通信教育

若手社員対象 中堅社員対象
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■■ 社会貢献活動

社会性報告 社会性報告

社会との調和および共存を図るために、国や地域社会との相互理解を深め、

信頼関係を築くとともに、地域に貢献する事業経営を積極的に行います。

産学協調による人材育成として、JEITA※が小学生を対

象に2007年6月に中央区教育センターで開催した「ものづ

くり教室」に、タムラ製作所の従業員2名が指導者として参

加し、電子工作キットの製作や、電気の基礎（電気抵抗の

概念）の学習などの指導にあたりました。2007年秋以降

には、この活動を通して得られた経験を活かして、タムラ

製作所主催による独自の「ものづくり教室」を開催すること

を検討していきます。
※JEITA：社団法人電子情報技術産業協会

ものづくり教室

ものづくりの現場

体験を通して「働くこ

と」を実感していた

だけるよう、タムラ製

作所では夏休み期

間に2～3回、高校・

短大・高専・大学生を

対象としたインターン

シップを実施してい

インターンシップ

タムラグループは、ものづくりや、環境問題への取り

組みの現場を身近に感じていただくため、地域の幼稚

園から中学生を対象に工場見学を行っています。タムラ

製作所の東京事業所では、年に3回程度、各回10～50

名程度の見学者を

受け入れています。

他の事業所でも同

様の工場見学を行

い、 周辺地域の皆

様に、タムラの事業

活動への理解を深

めていただいてい

ます。

工場見学

タムラ製作所は、なでしこリーグ所属のASエルフェン狭山

FCを応援しています。同クラブは、埼玉県狭山市を中心に県

西地域などの中学生以上、一般の選手が所属する女性サッ

カークラブで、地域ボランティアによって運営されています。

タムラ製作所は2007年度メインスポンサーとして、練習場

の提供など、チームの強化を支援しています。今後も、サッ

カーを中心としたスポーツの場を地域に開放し、青少年・少

女のスポーツ育成、身障者や親子を対象としたサッカー教

室をはじめとする社会貢献活動の充実を図っていきます。

中学生の工場見学

大学生を対象としたインターンシップ

ASエルフェン狭山FC

タムラ製作所とタムラ・コーポレーション・オブ・アメリカ

は、2005年の大型ハリケーン「カトリーナ」で大きな被害

を受けたニューオリンズ地区の復興のために寄付を行いま

した。この支援に対し、2006年10月にアメリカ赤十字社か

ら表彰を受け、アメリカ赤十字社と地元テメキュラ市の代

表者より丁重な謝意をいただきました。

アメリカ赤十字社からの表彰

なでしこリーグ

ます。各回1～3名の参加者は2週間程度、製造、開発・設

計、生産管理、事務などの業務に携わり、アルバイトとは

違う就業体験をすることができます。
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環境マネジメントシステムの統合

業界に先がけて、国際規格ISO14001のグローバル統合認証を取得しました。

近年、世界的規模での地球温暖化防止対策、オゾン層破

壊物質削減、有害化学物質削減などが必要とされています。

このような問題に迅速に対応していくため、タムラグループ

全体で一本化されたグローバルな環境活動が重要である

と認識し、グローバル統合の環境マネジメントシステムを

構築しています。

■■ タムラグループ環境方針／環境マネジメントシステム

環境報告 環境報告

行動基準

タムラグループにおいて電子部品、電子化学材料・はんだ

付装置、情報機器関連を設計・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

及び法規制等を順守すると共に、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。

初年度にあたる2006年度は、電子部品セグメントおよび

情報機器セグメントに属する9社、10サイト（国内7、海外3

サイト）の統合を行い、2007年1月に国際規格ISO14001

のグローバル統合認証を取得しました。

2008年度までに電子化学材料セグメントおよびはんだ

付装置セグメントなどを統合し、タムラグループすべての

統合を完了する予定です（15社、16サイト）。

●統合スケジュール

田村社長をトップとし、統括環境管理責任者のもとグルー

プ会社を加えた体制で環境マネジメントを推進しています。

システム運営のため、統括環境管理責任者、タムラ製作所

各部門長および各サイトの環境管理責任者からなる「環

境委員会」を組織し、タムラグループの統合に関わる問題

点の解決や水平展開、グループ全体の環境パフォーマンス

改善を推進しています。

●推進体制図

経営理念
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すべ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。

2006年度の統合実績

推進体制

１． 環境配慮型製品を提供します。
２． 環境負荷物質を抑制し、削減します。
３． 省エネルギー、省資源を推進します。

2006年度 2007年度 2008年度

・タムラ製作所
・若柳電子工業
・群馬タムラ製作所
・会津タムラ製作所
・タムラ精工
・安全電具
・田村電子（深圳）
・田村電子（恵州）
・タムラ電子（マレーシア）

・タムラ電子（メキシコ） ・タムラ化研
・タムラFAシステム
・東北タムラ製作所
・タムラ流通センター
・タムラ・ヨーロッパ・
リミテッド

2007年1月統合完了 2007年11月統合予定 2008年11月統合予定

内部監査室

統括環境管理責任者

社　長
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CSR推進室環境品質グループ

環境委員会

タムラグループ環境方針

自然を見つめ、環境を考えるタムラグループ
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2006年度はタムラグループとして3つの共通目標、「環境配慮型製品売上比率の拡大」「環境負荷物質の削減」「CO2

排出量の削減」を掲げ環境保全活動を行ってきました。活動の結果、目標はすべての項目を達成することができました。

これは各サイトにおける継続的な活動成果と、環境教育の充実などによる従業員の環境保全意識が向上したことによるもの

と捉えています。

タムラグループ目標と実績

目標と実績（環境配慮型製品売上比率の拡大）

環境報告 環境報告

■■ タムラグループ活動報告

タムラグループは、製品の環境負荷低減を図るため、新

製品の開発各段階において「製品環境アセスメント」を実

施しています。評価項目は、低消費電力設計、省資源化、

小型・軽量化、長寿命化、リサイクル設計、製品への有害

化学物質含有対策など多岐にわたっており、このアセスメント

結果が評価基準を満たした製品を「環境配慮型製品」とし

て認定しています。

2005年度の環境配慮型製品の売上比率は20.0％で

した。2006年度は、新製品への機種変更を推進したことに

より、環境配慮型製品売上比率27.4％を達成しました。

Ⅰ 環境配慮型製品売上比率の拡大 ●環境配慮型製品売上比率

※1  PRTR：Pollutant Release and Transfer Register の略称で、環境負荷の大きい有害化学物質の環境への排出量および廃棄物移動量を登録し
公表する仕組み。

※2 オゾン層破壊物質:モントリオール議定書（1987年採択、1989年発効）で規制の対象となっている物質。具体的には特定フロン（フロン11、12、113、
114、115）およびその他のCFC（フロン13など）、トリクロロエタン、四塩化炭素などの有機塩素化合物や、特定ハロン（ハロン1211、1301、2402）など
の有機臭素化合物。

環境目的 2006年度目標 2006年度実績

Ⅰ 環境配慮型製品売上比率の拡大
環境配慮型製品の売上比率

25.0%
27.4%

Ⅱ 環境負荷物質の削減

PRTR※1対象化学物質

およびオゾン層破壊物質※2

2005年度比

3.0%削減

9.0%

Ⅲ CO2排出量の削減
CO2排出量 2005年度比

 3.6%削減
6.1%

自然を見つめ、環境を考えるタムラグループ
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目標と実績（環境負荷物質の削減、CO2排出量の削減）

■■ タムラグループ活動報告

環境報告 環境報告

2006年度タムラグループの環境負荷概況です。資源のインプットデータとCO2排出量、廃棄物量などのアウトプット

データについて把握、分析し、環境マネジメントの向上に取り組んでいます。

タムラグループ環境負荷の概況

タムラグループは、2006年度よりPRTR対象物質および

オゾン層破壊物質の削減に取り組みました。PRTRは国内

法令ではありますが、環境への影響を考慮して海外工場

も同一基準で管理しています。活動の結果、2005年度比

9.0％削減しました。

Ⅱ 環境負荷物質の削減

タムラグループは、生産効率の改善、冷暖房設備の設定

温度管理の徹底、余剰照明の消灯、省エネルギー型OA機

器導入、重油使用設備から電気使用設備への転換等地球

温暖化防止対策を行い、2005年度比6.1％削減しました。

Ⅲ CO2排出量の削減

●環境負荷物質削減実績 ●CO2排出量削減実績

田村電子（深圳）では、洗浄工程にフロン系溶剤を使

用していますが、溶剤回収が可能である新型超音波洗浄

機を導入しました。これにより、

外部への飛散が防止でき、溶剤

使用量も削減することができま

した。

■ 田村電子（深圳）での取り組み
●CO2排出量の内訳

INPUT
電 気 43,063MWh
都市ガス 49千㎥
ガソリン 251kl
重 油 228kl
軽 油 315kl
灯 油 38kl
用 紙 1,014万枚
用 水 356千㎥

PRTR対象物質 625t

OUTPUT

CO2 21,978t-CO2

排 水 356千㎥

廃棄物等総排出量 1,606t

再資源化量 1,212t

最終処分量 376t

※使用した係数について

電力のCO2排出係数：
〈国 内〉
「地球温暖化対策の推進に関する
法律施行令」参照

〈海 外〉
「International Energy Agency
 Data Services 2005の数値」参照

電力以外のCO2排出係数：
〈国内外共通〉
「地球温暖化対策の推進に関する
法律施行令」参照

事業活動

調　達

開　発

製　造

物　流

お客様

新型超音波洗浄機

自然を見つめ、環境を考えるタムラグループ

※PRTRは国内法令ですが、海外工場も同一基準で管理しており、本数値は海外分を合算した数量です。
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内部環境監査、マネジメントレビュー、他

環境報告 環境報告

■■ タムラグループ活動報告

2006年度の事業活動において、田村電子（恵州）では生

活排水濃度の管理不足によるCOD※値等の超過が認めら

れました。暫定処置として生活排水の管理を行い、排水濃

度を基準値内にし、そのうえで恒久対策として新規排水処

理設備を建設し、排水処理を確実なものとしました。前記

以外には環境法規制の違反はありませんでした。

また、社外に影響を及ぼすような環境事故も発生してい

ません。

環境法規制順守状況

タムラグループは、環境省が推進している「チーム・マイナス

6％」（地球温暖化防止「国民運動」の推進）のメンバーとして、

CO2排出量削減活動を行っています。さらにCOOL BIZ（クール

ビズ）やWARM BIZ（ウォームビズ）などを積極的に推進して

います。

チーム・マイナス6％

監査対象である国内外の10サイトに直接出向き、内部

環境監査を行いました。その結果、「環境目的・目標」の達

成状況には問題ないこと、法令順守状況では田村電子（恵

州）において排水基準値の超過がありましたが、暫定処置

および恒久対策が適切にとられていること、前記以外には

環境法規制の違反は認められなかったことを確認しました。

これらのことを踏まえ、すべてのサイトでシステムが有効的

に運用されていると認めます。

内部環境監査委員長のコメント

タムラグループは、全従業員への一般教育から特定施

設における特定装置の取り扱いや危険物・有害物の取扱

方法を教育する特定業務教育などの体系的な環境教育を

推進しています。

環境教育

●環境教育実施内容

統合認証は取得できましたが、監査・審査での指摘

事項も少なくありませんでした。今後は、PDCAサイ

クルを確実に回して指摘事項の早期改善に努めると

ともに、地球環境へ配慮した環境配慮型製品の拡大

や、的確な情報にもとづく新しい法規制への対応など

に努め、タムラグループの環境マネジメントシステム

の完全統合を目指していただきたい。

●田村電子（恵州）の新規排水処理設備

※ COD：Chemical Oxygen Demandの略。水質汚濁の指標のひとつで、化学
的酸素要求量と呼ばれる。水の中に含まれている汚れ（おもに有機物の
汚れ）を、数値化したもの。

事業所名 内　容

東京・埼玉事業所
・一般従業員環境保全教育
・重油設備、排水処理設備
・環境法令

若柳電子工業 ・一般従業員環境保全教育
・重油設備訓練・テスト

群馬タムラ製作所 ・一般従業員環境保全教育

会津タムラ製作所 ・EMS運用手順などの教育
・化学物質管理等　担当者教育

タムラ精工 ・役割・責任、運用手順書再認識他
・化学物質管理・製品環境アセスメント

安全電具 ・環境方針、EMS組織等

田村電子（深圳） ・省エネルギー、省資源関連教育
・排ガス・排水、廃棄物処理フロー

田村電子（恵州） ・一般従業員環境保全教育
・排水処理施設操作方法

タムラ電子（マレーシア） ・一般従業員環境保全

建
設
前

建
設
後

田村社長によるマネジメントレビュー

自然を見つめ、環境を考えるタムラグループ
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リスク管理マネジメント、廃棄物削減

■■ タムラグループ活動報告

環境報告 環境報告

国内においては、PRTRにより行政への該当化学物質の

収支報告が義務付けられており、適正な管理に努めています。

化学物質管理

タムラグループは2006年度においても、火災発生、化学

物質の漏洩、重油漏れ等の環境事故発生を想定した緊急

事態対応訓練を実施しました。

緊急事態対応訓練

●PRTR対象化学物質

●消防訓練［田村電子（深圳）］

海外から日本への輸出梱包に使用されていた木枠から

発生する木くずの削減が問題となっていました。そのため、 

2006年9月より木枠梱包から、100％リサイクルが可能な

特殊強化段ボール紙による梱包への切り替えを実施。

その結果、2006年度は、2005年度に比較し、木くず

排出量を41％削減しました。今後も継続して切り替えを推進

していきます。

廃棄物削減

●木くず削減の推移

木枠梱包 特殊強化段ボール紙による梱包

●特殊強化段ボール紙による梱包への変更

■ 訓練代表例

●化学物質漏洩訓練［会津タムラ製作所］

●化学物質漏洩訓練［タムラ精工］

●重油漏れ訓練［群馬タムラ製作所］

単位：kg

政令
番号 物質名 取扱量

排出量 移動量

大 気 水 域 土 壌 事務所内
埋立 下水道

廃棄物としての
事業所外への移動

63 キシレン 1,300 95 0 0 0 0 0

177 スチレン 14,645 14,605 0 0 0 0 40

227 トルエン 1,900 1,700 0 0 0 0 200

230
鉛および
その化合物 31,626 10 0 0 0 0 8,895

合 計 49,471 16,410 0 0 0 0 9,135

※PRTRでは、該当化学物質の取扱量が1t／年以上の場合に報告義務が生じ、
2006年度は国内4サイト（タムラ製作所 埼玉事業所、若柳電子工業、群馬タムラ
製作所、会津タムラ製作所）が報告対象となりました。

自然を見つめ、環境を考えるタムラグループ
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ISO14001の統合認証予定サイトでは、同様の環境保全活動を行っています。

2008年度に統合認証予定のタムラ化研およびタムラFAシステムの事例を紹介します。

環境報告 環境報告

■■ ISO14001統合認証予定サイトの活動報告

タムラ化研 タムラＦＡシステム

●目標と実績 ●目標と実績

近年、携帯電話、デジタルビデオカメラ、デジタルスチル

カメラ、ゲーム機などの電子機器の小型化が進み、フレッ

クスリジッド基板※1、多層フレキシブル基板の需要が拡大

しています。タムラ化研では、エポキシ樹脂系で独自の変性

技術・難燃化技術を開発し、ハロゲンフリーでの難燃化と

高性能化を達成し、“軽く”、“薄く”、“曲げられる”というフレキ

シブル基板用材料の特徴とリジッド並みの加工性、高信頼性、

ハロゲンフリーでの環境配慮を兼ね備えた層間絶縁材料

のEZシリーズ（フィルム、RCC※2、プリプレグ※3）の製品化を

行いました。

■ 環境に配慮した屈曲可能な
高Tg・ハロゲンフリー層間絶縁材料の開発

大型機同様の機能、性能を有する基板幅250㎜対応の

小型サイズ、さらに基板幅150㎜以下対応の超小型サイズ

のリフロー装置を開発しました。

・ リフロー装置のコンパクト化

床面積あたりの生産効率を上げるには装置のコンパクト

化が必要になります。熱伝導率の高い小型加熱ユニット

の開発により機能、性能を維持しリフロー装置のコンパ

クト化を達成しました。

・ 消費電力の低減

リフロー装置では、小型基板を生産するときも、大型基板

を生産するときも消費電力はほぼ同じであるため、小型

基板の生産に適した装置を選んでいただくことで「消費

電力の削減＝やさしい環境づくり」に貢献できます。

■ 小型・超小型鉛フリーリフロー装置の開発

No. 環境目的 環境目標 実 績

1
環境配慮型製品の
開発に努める

製品改良ヒット率の向上 目標達成

2
化学物質の
適正管理に努める

管理手順の運用
（化学物質管理手順書等）

目標達成

3 産業廃棄物の削減に努める
2005年度 廃棄物排出量の
生産数量原単位あたり
1%削減（0.10kg／kg）

実績 0.10kg／kg
目標達成

4 電力使用量の削減に努める
2005年度 電力使用量の
生産数量原単位あたり
1%削減（1.62kWh／kg）

実績 1.86kWh／kg
目標達成

5 重油使用量の削減に努める
2005年度 重油使用量の
生産数原単位あたり
0.5%削減（0.03ℓ／kg）

実績 0.03ℓ／kg 
目標達成

6 用紙使用量の削減に努める
文書管理システムの運用を
軌道にのせ、活用する

目標達成

No. 環境目的 環境目標 実 績

1
環境配慮型製品開発に
努める

開発製品の製品アセスメントの
100％実施

目標達成

2
化学物質の適正管理に
努める

管理手順の運用（特別管理
産業廃棄物該当物質等）

目標達成

3 産業廃棄物の削減に努める
ゴミ分別とリサイクルの推進
リサイクル化率85％

実績 85％
目標達成

4 電力使用量の削減に努める 電力使用量の3％削減
実績 10.5％増加
目標未達成

5 用紙使用量の削減に努める 用紙使用量の5％削減
実績 25％
目標達成

装置形式 装置面積 最大電流値

TNP25-537EM 6.94㎡ 135A

TNP20-307PH 3.48㎡［50％］ 95A［30％］

TNR15-225LH 2.78㎡［60％］ 61A［55％］

TNP20-307PH TNR15-225LH

※［　］内の値は、TNP25-537EMの値を基にした低減率を示しています。

※1 フレックスリジッド基板：リジッド基板の硬質さとフレキシブル基板の
柔軟性の両方の機能をあわせもつ基板。

※2 RCC：Resin Coated Copper foilの略。銅箔上のエポキシ樹脂などを
塗布・半硬化させた、ビルドアップ多層板用材料。

※3 プリプレグ：ガラスクロスにエポキシ樹脂などを含浸・半硬化させた多層
板用材料。

フィルムタイプ
FBR-EZ77

RCCタイプ
CBR-EZ78

プリプレグタイプ
GBR-EZ78

自然を見つめ、環境を考えるタムラグループ

●リフロー装置の比較表
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