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OUR
VALUE
CREATION
日本酸素ホールディングスグループの価値創造
日本酸素ホールディングスグループは、革新的なガスソリューションにより社会に新たな価値を提供し、
あらゆる産業の発展に貢献するとともに、人と社会と地球の心地よい未来の実現をめざしています。
私たちの掲げるこのビジョンは、産業ガスを中心とした事業拡大による成長と、
社員、お客さま、お取引先さまをはじめとするすべてのステークホルダーとの
共創により、実現できるものと確信しています。
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OUR VALUE CREATION

日本酸素ホールディングスグループの

持続的成長の好循環
新たな社会課題の解決

価値創造ストーリー
日本酸素HDグループは、
「The Gas Professionals」としての気概を軸に、
革新的なガスソリューションを通じて社会課題の解決に貢献してきました。これからも持続的に成長を続けていく
ために、培った高度なガステクノロジーや、
「THERMOS」ブランド
（B2Cビジネス）を通じて得た顧客との接点を
さらに強化し、社会価値と経済価値の両立、そして、人と社会と地球の心地よい未来の実現に貢献します。

社会課題
気候変動

資源不足

食糧廃棄

提供する価値

疾病リスク

人財の
能力開発・
育成

労働安全
衛生の確保

社会インフラ
の整備

健康問題

グループビジョン（→ P.14 ）
人権の侵害

私たちは、革新的なガスソリューションにより社会に新たな価値を提供し、
あらゆる産業の発展に貢献すると共に、人と社会と地球の心地よい未来の実現をめざします。

地域
コミュニティの
過疎化

事業活動

人

社会

地球

すべての人を尊重し、

社会インフラとして機能し、

持続可能な地球環境の

人の成長・健康・

あらゆる産業の発展と

保全に貢献

働きがいに貢献

人々の豊かな生活に貢献
→ ESG マテリアリティ
（ P.58 ）

進取と共創。ガスで未来を拓く。

製品・サービス・ソリューション

産業ガス事業

供給形式

プラント・エンジニアリング技術

モス

業

事

品質・保安・環境マネジメント

ク
ト
ロ

The Gas
Professionals

サー

真空断熱技術

ニク
ス事 業

（オンサイト、バルク、パッケージ）

「体・徳・知」を体現する人財（→P.72）
連結従業員数

19,357 人

（海外 12,758 人 日本 6,599 人）

環境負荷マネジメント（→P.68）

ガス・ハンドリング技術

（→ P.42 ）

酸素・窒素・アルゴン 等

電子材料ガス 等

機器・設備・ソリューション提供

機器・設備・ソリューション提供

サーモス事業領域
（→ P.46 ）

魔法びん、タンブラー、
フライパン 等

コーポレートガバナンス（→P.112 ）
安定・安全な生産力
次世代のテクノロジーを支える生産設備

設備投資

746 億円

GHG排出量 5,651千t-CO2

安定的な財務基盤と資金調達

フリー・キャッシュ・フロー

895 億円

事業活動における環境負荷低減

創業来の歴史で培った技術力と

販売店との協業、事業ネットワーク

事業活動におけるエネルギー使用量 104,142TJ

オープンイノベーション

研究・開発投資額

事業活動による負のアウトプット

強靭な財務基盤（→ P.25）

強固なサプライチェーン

2,892 千 ton-CO 2e

エレクトロニクス事業領域

家庭用品製品群

妥協のない技術力（→ P.50）

温室効果ガス削減貢献量

（→ P.38 ）

ガス・アプリケーション技術

レ
エ

リスクマネジメント（→P.120 ）

産業ガス事業領域

進出している国・地域数

type B1-J

type B1-J

30

33 億円
type B1-J
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type B1-J

OUR VALUE CREATION

事業編：3 つの事業領域を展開

産業ガス

こんなところにも！
「産業ガス事業」は、現代社会を支えるあらゆる産業分野に向けて、酸素、窒素、そしてアルゴンなどの
産業ガスを供給する事業です。
「エレクトロニクス事業」では、半導体、液晶などの製造プロセスで使用される
さまざまな電子材料ガスやその供給に関連する設備・装置などを提供しています。
「サーモス事業」では、
持続可能な社会に求められる新たなライフスタイルを創出するために、多様な家庭用品を一般消費者に
提案・販売しています。日本酸素 HDグループの事業領域は、この 3 要素で構成されています。
事業領域

産業ガス事業

主要製商品

主要ユーザー

エアセパレートガス、炭酸ガス、ヘリウム、水素、LPガス、

鉄鋼、化学、自動車、造船、機械、

溶断機器・材料、ガス供給設備、医療用ガス・関連機器ほか

食品、医療ほか

精製・供給機器工事ほか

サーモス事業

実は私たちの暮らしに近いところでも利用されています。例えば、米国では
ワイナリー向けに窒素を供給しています。ワインをボトルに充填する際、
窒素を封入しボトル内の酸素濃度を0％にすることでワインの酸化を防ぎ、
鮮度を保ちます。また、酸素は養殖（陸上・洋上）
にも利用されています。
欧州ではサーモン、アジアではエビ、日本でもウナギやニジマス、サケなどを
養殖する水中の溶存酸素濃度を高めることで、生育促進につながります。

エレクトロニクス

エアセパレートガス、電子材料ガス、

エレクトロニクス事業

主にさまざまな産業分野のプラントに供給されている産業ガスですが、

あいあーるくん

（半導体、液晶ほか）

家庭用品

一般消費者

エアセパレートガスの製造方法
エアセパレートガスの代表的な製造方法である「深冷分離

て気体になる温度で、逆に気体が沸点以下に冷却されると

法」をご説明します。大気から空気分離装置に取り込まれた

液体になります。沸点は元素ごとに異なり、それを利用して

空気は、圧縮された後、水分や CO 2などの不純物を除去し

酸素、窒素、アルゴンに分離・精製されます。

その他の産業ガス

炭酸ガス

水素

ヘリウム

キセノン

CO 2

H2

He

Xe

電子材料

アセチレン

クリプトン

ガス

C 2H 2

Kr

LPガス

て、沸点まで冷却されて液化します。沸点とは液体が沸騰し

空気

ガス充填工場

装置内で空気が分離されるプロセス
常温

低温

アルゴン（ Ar ）

約6分の1まで圧縮

0.9%

（仕様によって違いはあります）

精留塔

空気

酸素（ O 2）

空気

熱交換器

20.9%

①フィルター

②圧縮機

③水洗冷却塔

④吸着器

大気中の粉塵を除去

大気を取り入れ、圧縮

冷却水を塔トップから散水し

水分・CO 2を除去

空気を水洗・冷却

NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION

窒素 N 2
酸素 O 2
アルゴン Ar

窒素（ N 2）

78.0%

製品
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⑤分離機
空気と低温の製品ガスを熱交換させ、
空気を冷却し、沸点差を利用して分離
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※ 沸点は酸素が -183 ℃、
窒素が -196 ℃、
アルゴンが -186 ℃

OUR VALUE CREATION

エアセパレートガスを中心とした産業ガスのビジネスプロセス

産業ガス事業
産業ガスの主要商材であるエアセパレートガスは、主に空気を原料に分離・精製され、製造されます。
産業ガス事業は、このエアセパレートガスを鉄鋼、化学、自動車など、あらゆる産業に供給するとともに、酸素などの
医療用ガスも供給しています。産業ガスは世界各地域によってニーズが異なるため、各地域の事業会社が地域や顧客の
特性に合わせて事業を深耕・拡大する消費地立地型ビジネスです。供給形態には、オンサイト、バルク、パッケージの

日本酸素 HD の基幹事業領域である産業ガス事業における

産業ガス事業を支える技術・ノウハウの中でも、エアセパ

技術開発・生産・供給・販売までの一連の流れをご紹介しま

レートガスを生産する空気分離装置の設計からメンテナンス

す。当社グループは、エアセパレートガスを大量かつ安定的

まで行うエンジニアリング機能、ガス生産工場で産業ガスを

に供給できるオンサイトプラント方式での事業を、1964 年に

安定的かつ効率的に製造する生産機能、そして、製造した産

日本で初めて開始しました。そして、日本で培った高い技術

業ガスをお客さまに安全かつ安定的に供給する供給機能が

力をグローバルにも展開し、米国、欧州ガス事業を中心に

当社グループの強みです。そして、これらの強みに加え、お

オンサイトプラント方式の事業が拡大しています。近年では、

客さまが求める品質を維持するための品質管理や、安全に

タイ東部のラヨーン県での空気分離装置の稼働開始や、フィ

ご使用いただける環境をより高めるための保安教育など、安

リピンでの窒素ガスプラント2 号機の稼働が開始するなど、ア

全・安心を支えるさまざまな取り組みが、お客さまとの信頼

ジア・オセアニア地域でも生産拠点の拡充を進めています。

関係構築にも大きな役割を果たし、当社グループの成長に
つながっています。

3 種類があり、顧客のニーズに合わせた仕様で提供しています。今後は、持株会社である日本酸素 HDが推進役となって
各地域の優れた技術やノウハウなどを共有・展開し、産業ガス事業のさらなる成長をめざします。

キャッシュ

成長投資

技術開発

生産

長年培ってきたガステクノロジーを

供給

お客さまが必要とする高品質な産業ガスを、

通じて、お客さまの課題解決に貢献

高効率（省エネルギー）な製造装置で生産

できる製品を開発
長年蓄積された
ガス生産技術

プラント・

技術リスクマネジメント
（保安、品質、環境、労働安全）

酸素（ O 2）

エアセパレートガス

空気

空気分離装置

ガス・ハンドリング技術

窒素（ N 2）
アルゴン
（ Ar ）

その他産業ガス

ガス・アプリケーション
（ガス利用）技術

炭酸ガス
（ CO 2）
電子材料ガス

ヘリウム
（ ）
エアセパレートガス He
キセノン
（Xe）

お客さまが必要とするガスの
種類、流量、圧力、供給手段、
バックアップ体制を提案し、

オンサイト供給

新たな付加価値を創造

お客さまの工場隣接地にガス発生装置を設置
し、パイプラインでつないで、ダイレクトに常時

営業活動

バルク供給
生産工場で製造した液化ガスをタンクローリー

品質保証

で移送し、お客さまの工場内に設置した液化ガ
スの貯槽タンクに充填します。

ガス・エンジニアリング

パッケージ供給

水素（ H 2）

アセチレン
（C2H2）

お客さまが必要とする高品質な産業ガスを、
お客さまのニーズに沿った最適な仕様で供給

供給しています。

エアセパレートガス

エンジニアリング技術

販売

LPガス
クリプトン
（Kr）

お客さまが必要とするガスを、ガス充填所で必
要な分だけシリンダーに充填し、お客さまの元に

保安教育

1本1本配送します。

新規製品の開発・販売（お客さまの声を反映し、新たな価値を創造）
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OUR VALUE CREATION

産業ガス事業

多種多様な分野で利用されている産業ガス

今後の戦略

1910 年の創業以来、培ったそのガステクノロジーは、今や産業分野を全方位的に網羅するまでに進化を遂げました。マテリア

① 中期経営計画 Ortus Stage 2 の成果

ル分野、ケミカル分野、ファブリケーション分野、ライフサイエンス・フード・アグリカルチャー分野、エレクトロニクス分野、エネ

2021 年 3 月期の第 1 四半期は、新型コロナウイルス感染症

ルギー分野など、現代社会における欠くべからざる事業として、お客さまの企業活動を力強く支え、技術の進歩や産業の発展

の感染拡大により、当社グループの製造業のお客さまの多

アジア・オセアニアガス事業の事業規模は、日本、米国、欧州

に幅広く貢献しています。

くは生産活動が大幅に落ち込み、産業ガスの需要の減少と

に比べてまだ小さいですが、新興市場として中長期的には大

ともに当社の売上にも影響が出ました。特に米国では産業

きな成長が期待されます。そのため、継続的な投資が必要不

ガスの需要が急激に減少したため、数量減少の一部を補う

可欠な地域であると認識しています。また、米国の産業ガス

ために、コスト管理、原価低減、生産性向上などの諸施策を

のマーケット規模も世界最大のため、今後も重要な成長エリア

実行しました。そうした取り組みが功を奏し、その後の四半

であると考えます。例えば、空気分離装置の稼働率を高める

期では力強い回復が見られ、第 3 四半期には危機以前の水

ために近隣のディストリビューターを買収していくということ

準まで利益が回復しました。

も視野に入れています。当社グループのビジネス機会を認識

マテリアル

ケミカル

産業基盤である素材産業へ、新素

原料ガス、防爆・劣化防止、雰囲気

材や革新的な製造プロセスに関わ

制御による反応最適化など、生産

る技術を提供しています。

性 及 び 安 全 性 向 上に寄 与する製

鉄鋼・非鉄精錬・ガラス・セラミックス・
セメント・紙・その他素材

石油化学・化学産業・ゴム・プラスチック・
その他有機材料

ファブリケーション

ライフサイエンス

シールドガスや雰囲気ガスの最適

-196℃の液化窒素利用技術を基盤

自動車、建設機械、橋梁、建築、造船

品・技術を提供しています。

医療、医薬、バイオテクノロジー

化技術、ガスコントロール技術を基

にして、先端医療研究などのバイオテ

に、自動車、建設機械等の組み立

クノロジー分野などに、医療用酸素

てや加 工、また、金 属・セラミック

やPET 診断で使われる「Water-18O」

ス・機能性材料の製造・加工に関す

などを提供しています。

る技術を提供しています。

フード

アグリカルチャー

エレクトロニクス

窒素封入や食品冷凍など、食糧・

一次産業分野に向けて、炭酸ガス

エレクトロニクス産業向けに高品質

食品市場へのソリューションを提供

を用いた害虫駆除装置や、養殖産

食品製造、加工

農業、漁業、林業

しています。食品向けのガス・アプ

業でニーズが 高まっている高濃度

リ ケーション と し て「 Bistranza ®

の酸素などを提供しています。

半導体、液晶、太陽電池

（ビストランサ）」を展開しています。

② オペレーショナル・エクセレンスを高め
グローバルで勝ち抜く

し、事業の拡大と成長につなげていくことが重要です。

また、2021 年 3 月期までの 4カ年計画であった中期経営
計画 Ortus Stage 2においても、一定の成果が見られたと考

そして、今後のさらなる成長において最も重要なポイント

えています。まず、グローバル化を企図し、2018 年に欧州事

となるのがグループ総合力の強化です。各事業会社から横

業、2019 年に米国の H yCO 事業 を買収して事業を大きく

断的に組織された「グローバル戦略検討会議」
（ → P.115 ）
で

拡大しました。現在、グローバルなHyCO 事業案件の拠点は

は、各社の短期的な重点戦略、来期に向けたアクションプ

米 国 事 業 会 社 Matheson Tri-Gas（ 以 下、MTG ）の HyCO

ラン、大型投資計画などについて、その詳細を共有するとと

チームが担っています。現在、MTG の HyCOチームは欧州

もに、グループにおける最適な資源配分について検討してい

の事業会社とも連携し、欧州での HyCO 事業の強化などを

ます。今後、オペレーショナル・エクセレンスを高めていくこ

※

推進しています。こうした動きは、2020 年 10 月の持株会社

とが、事業のさらなる成長につながるものと考えています。

二次電池・再生可能エネルギー・
太陽電池・新エネルギー

体制への移行により各地域の優位点をグローバルに共有展

また、中期的にはグループ横断のテーマとして、グローバル

エネルギー

の窒素ガスや電子材料ガスを供給

従来の化石エネルギー分野、スマー

開し、シナジーの創出とグループ総合力の強化を図る取り組

商材
（エレクトロニクス、ヘリウム、エンジニアリング）
の強化、

するとともに、供給するガスの品質

トグリッドに不可欠な太陽電池・電力

を維持する配管施工や設備点検な

貯蔵分野、発酵・バイオ資源等の再

みの一環です。また、米国で新たに獲得した5 件のオンサイ

グループの R&D 強化など、総合力の強化に向けたプロジェ

ど、一気通貫のソリューションを提

生可能エネルギー分野で適用可能

ト案件が稼働を開始しました。さらに、アジア・オセアニア地

クトを立ち上げていくことも検討しています。

供しています。

なソリューションを提供しています。

域で、供給基地などの設備投資案件が順次稼働を開始して

地域横断的施策

います。

医療現場へ届けられる産業ガス

オペレーショナル・エクセレンス

※ HyCO 事業：石油精製、石油化学メーカー向けに水素と一酸化炭素をオンサイトで供給
する事業

日本酸素 HD グループでは、産業ガス事業のサブセグメント

酸素療法の関連機器も提供しています。また、液体窒素の

として、メディカル事業を展開しています。医療機関向けの

冷熱を利用した細胞保存容器は、iPS 細胞等の先端医療研

酸素をはじめ、窒素、炭酸ガスなどの医療用ガスを供給して

究に使われています。さまざまな医療の現場で、当社グルー

います。MRI（核磁気共鳴画像法）装置の超電導磁石の冷

プはガスや機器の提供を通じて貢献しています。

グループ全体での生産性向上の徹底。事業活動の成果、効率
を高めることで競争優位を築き、持続的成長をめざす。具体的
には、リージョン横断的なプロダクティビティ活動のさらなる推
進、コスト削減に関するベストプラクティスのグループ内共有、
それらを通じたグループ全体でのオペレーショナル・エクセレン
スの推進、コスト削減を通じた筋肉質な組織を追求していく。

却には、-268.9 ℃の極低温の液化ヘリウムが使用されてい

Expand Business Opportunities（EBO）

ます。また、ガスだけでなく医療関連機器も提供しています。

日本酸素 HDと各事業会社とのネットワーク強化を通じたビジ

例えば、日本事業会社である大陽日酸グループのアイ・エ

ネス機会の拡大と、全体最適に基づく収益性の向上、事業成
長の加速をめざす。トータルエレクトロニクス、プラント・エン

ム・アイ株式会社では、集中治療室などで使われる高性能
な人工呼吸器を取り扱っており、日本における新型コロナウ

ジニアリング、ヘリウム、マーケティング、ガス・アプリケーション

米国のオンサイトプラント

（ガス利用）
技術といった各事業支援部門において、グローバル

イルス感染症をはじめとする呼吸器疾患の患者さまの治療

規模での事業会社間の連携強化を通じ、シナジー創出を追求

に役立っています。ほかにも、医療機関向けの医療用ガスや

していく。

機器類に加え、ご自宅で治療を続ける患者さま向けに在宅

NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION
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トータル・ガスセンターを運営
半導体の製造には数多くのガスがさまざまな供給形態で使

検、保安監視システムによる保安管理などを行うことで、お

用されます。当社グループは、お客さまの製造工場の敷地内

客さまが自社事業に集中できるサポートも行っています。

や隣接地に、超高純度窒素製造装置、大量に使用される電
子材料ガスの供給設備や多くの種類の電子材料ガス容器を

エレクトロニクス事業

安全に保管する倉庫などを備えた「トータル・ガスセンター」
を設置し、高純度窒素や材料ガスを24 時間体制で安定供給
するサービスを提供しています。
日本では17 拠点で「トータル・ガスセンター」を運営し、オン
サイト方式でのガス供給に加え、消費状況に応じてお客さま

エレクトロニクス産業における半導体、液晶、太陽電池などの製造プロセスで使用される、

の工場内へ電子材料ガスを配送しています。また、ニーズに

さまざまな電子材料ガスや保安用の窒素ガスなどのバルクガスの供給、さらには、ガス供給に関連する機器などを

応じ、お客さまの構内で、供給設備における電子材料ガスの

提供しています。また、供給するガスの品質を維持するための配管施工や、お客さまの構内における容器交換、設備点検などを

容器交換、販売した供給設備や排ガス処理装置の日常点

トータル・ガスセンターの全景

行うサービスも提供しています。電子材料ガスについては、日本、米国、韓国、中国、欧州、シンガポールに製造拠点を
持ち、グローバルなサプライチェーンを構築しています。エレクトロニクス産業における高度化するお客さまの
ニーズに対応し、高品質のガスを安定的に供給することはもちろん、保安確保の面においてもお客さまのニーズに
お応えする体制を整えています。

トータルソリューションの提供

バルクガス

電子材料ガスには、毒性が強いものや可燃性・腐食性がある

当社グループのエレクトロニクス事業における特徴は、半

ものなど、さまざまな危険性を持つものが含まれます。こうし

導体や電子部品製造の原材料となるさまざまな電子材料ガ

た危険性を持つガスを、お客さまに求められる高い品質で供

スの供給に加えて、自社で設計・製作が可能な空気分離装置

給し安全に使用していただくためには、製品の製造や品質管

や精製装置により、オンサイト方式で最適な品質のバルクガ

理技術に加え、その危険性を排除する技術も必要となります。

スを供給すること、さらには、電子材料ガスを安全に供給する

また、保安用に加え、各種プロセスで広範囲に使用される窒

供給設備
（シリンダーキャビネット）
、高純度仕様の特殊配管

素ガスや、酸化のプロセスで使用される酸素ガスなども、特

施工、そして、毒性を中和してから排出する排ガス処理装置

に半導体製造においては品質要求が高度化しています。

や保安監視システムなど、半導体・液晶・電子部品産業にお

日本酸素 HDグループでは、主に米国と日本で、それぞれ

ける製造プロセスに不可欠なガスに関わるサービスをすべて

電子材料ガスの製造、高品質化などの技術が磨かれました。

提供できることです。この総合的なサービスの提供体制は競

また、日本の半導体産業が急成長していた時期に、電子材料

合他社と比べても珍しく、日本ではこのすべてのサービスを

ガスの分析技術、精製技術、さらには電子材料ガスの特性を

自社で提供することができることから、顧客の製造拠点でガ

考慮し、その品質を維持しながら安全に供給し、排気される

スに関わるサービスを総合的に提供する「トータル・ガスセン

ガスを無毒化する技術、バルクガスから不純物を除去する精

ター」を数多く運営しています。

電子材料
ガス

（窒素、酸素、アルゴン、
水素、ヘリウムの
超高純度ガス）

配管工事

遠隔監視
システム

安全警報
システム

エレクトロニクス
事業

ガス
精製装置

分析機器

シリンダー
キャビネット

MOCVD
装置

排ガス
処理装置

その他の
サービス

製技術など、お客さまが高品質の製品を製造するために、高
品質のガスを安全に供給する技術が磨かれてきました。
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エレクトロニクス事業

東アジア（中国・韓国・台湾）での事業展開

今後の戦略

東アジアは近年半導体工場の投資が集中しており、特にメ

地に設置した倉庫での在庫管理と配送サービスの提供や、

① グループ総合力強化に向けた組織体制

モリーデバイス向けの電子材料ガスの需要が増加していま

複数の顧客に対し、電子材料ガスや薬液を管理するサービ

持株会社体制に移行した2020 年 10 月に、当社経営企画室

「 Total
2018 年にグループに加 わった欧 州についても、

す。電子材料ガスは付加価値が高くグローバルに調達が行

スも提供し、高い評価を受けています。さらに、2019 年から

内にトータルエレクトロニクス戦略統括部を設置し、従来進

Electronics 」のコンセプトの下、営業的な連携に加え、アジ

わ れるもの が 多く、東 アジ アで は 大 陽 日 酸、Matheson

韓国に次いで東アジアで 2 番目となる電子材料ガス製造事

めている、グローバルに展開するお客さまに対する各極で連

アや米国のグループ会社から電子材料ガスの調達を進める

Tri-Gasからの調達をはじめ、仕入れ商品も含めた電子材料

業も開始しています。

携したグループ一体でのサービス提供に加え、各地の需要

など、サプライチェーンの最適化も進んでいます。

に応じた最適なサプライチェーンの構築を進めています。

ガスの輸入販売事業を中心とした事業を行っています。ま
た、伸長する顧客の需要動向に合わせて、各地で在庫保管

組織機能の変遷

能力
（倉庫）
や物流機能の強化を図り、顧客の安定操業に貢
献しています。電子材料ガスの輸入販売に加え、台湾では、

2017 年 1 月〜 2019 年 6 月

エレクトロニクス顧客向けの各種機器の製造及び高度な配
管工事を行う機能を持ち、総合的なサービスを提供していま

バーチャル組織としての
「 Total Electronics 」を上海に設立し、
グループの連携を推進

す。韓国では、2002 年より電子材料ガスの製造事業を行
い、韓国のみならずアジア各国、米国へも供給しています。
中国では、高度な訓練を受けた従業員により、顧客の隣接

2020 年 10 月〜
（持株会社体制移行後）

〜 2020 年 9 月

大陽日酸株式会社
国際事業本部
トータルエレクトロニクス戦略室

日本酸素ホールディングス株式会社
経営企画室
トータルエレクトロニクス戦略統括部

韓国で拡張された電子材料ガス倉庫

② グループ総合力強化に向けた取り組み
各国の特徴
中国

顧客隣接地での専用倉庫の運営や配送サービス、顧客サイトでの在庫管理、容器交換、薬液管理などのサイト
サービスを提供し、高い評価を得ています。2019 年より揚州大陽日酸半導体気体有限公司にて電子材料ガスの
製造事業も開始しました。

韓国

台湾

2002 年より電子材料ガスの製造事業を行っています。現在は、グループの中でも最先端の分析設備を有し、ア
ジア各国、米国向けにグループ会社を通じて製品を供給しています。
エレクトロニクス向けの精製器、供給設備などの機器製作を行い、グループの機器事業を支えるとともに、高度
な配管工事を提供する機能を持ち、総合的なサービスを展開しています。

これまで、エレクトロニクス関連の投資は東アジア
（中国・韓

ご提案できます。また、Matheson Tri-Gasの「Nanochem®」

国・台湾）
に集中してきましたが、半導体不足や米中関係の

精製器などの供給技術と、高品質な材料ガスの製造管理

変化などを契機に、欧米で生産回帰の動きが出始めていま

技術をDXで総合管理し、提供することによって、お客さまの

す。これに伴い、お客さまの設備投資及び生産活動が増加

最先端の技術的課題の解決と、グローバルでの安定供給に

することで、欧米でも電子材料ガス需要の増加が見込まれま

貢献することができます。上述のグループ内の連携をさらに

す。当社グループは、アジアだけでなく、欧米においてもお

促進し、地域事業会社それぞれの強みを効果的に活用する

客さまの需要動向やニーズをとらえて、既存の製造拠点を中

ことで、当社グループのエレクトロニクス事業の拡大に努め

心に、取扱品目の拡充や必要な能力増強を進めていきます。

ていきます。

一方、先端プロセスを有するお客さまを中心に、プロセス
の微細化、複雑化に伴う品質要求が高度化してきているこ
とに対してもグループ一丸となって市場要求に応えていく必
要があると考えています。当社グループでは、これまでも品

東アジアにグループ総合力を結集した工場を設立

質トラブルの低減を目的としたプロジェクトをグループ横断

揚州大陽日酸半導体気体有限公司は、東アジアで最も

で推進しています。現在、このプロジェクトの目的に「顧客満

新しく設立された電子材料ガスの製造工場です。

足度の向上」を加えており、お客さまからの品質要求をグ

現在 2 種類のガスを製造しており、日本、米国、韓国の

ループで共有し、変化し高度化する顧客要求への対応力強

当社グループから製造技術、品質管理技術を導入し、グ

次世代ガス供給システム「 IGSS 」

化を進めていきます。

ループの総合力を結集した工場となっています。中国内

また、お客さまの設備投資においては、窒素ガスを中心と

の電子材料ガス需要は今後も増加していく見込みであ

したオンサイト供給の事業機会や精製装置を中心とした機器

り、能力の増強、取扱品目の拡充などを進めていきます。

販売の機会も出てくることから、自社グループの持つ強みを

DX 視点での貢献はP.54をご参照ください。

さらに事業成長へ活用していくことを検討していきます。例
中国・揚州の電子材料ガス生産工場

えば、大陽日酸の次世代ガス供給システム「IGSS
（Intelligent

Gas Supplying System ）」で、お客さまの電子材料ガス容
器の管理を自動化、デジタル化し、スマートファクトリー化を
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時短・エネルギー削減という側面から
企業理念を体現した「シャトルシェフ」

猛禽類医学研究所と提携した
オリジナルボトル

サーモス事業

事業＝
サーモス スタイリングストア
マークイズみなとみらい店

1978 年、日本酸素 HD の前身である日本酸素は、産業

サステナビリティ

サーモスのフライパン。
お客さまのニーズに応え、豊かな
ライフスタイルの実現に向けて
設計・開発しています。

企業理念

ガス事業で培われた真空断熱技術を生かして世界で初
めて「高真空ステンレス製魔法びん」を開発し、その製

日本酸素 HDグループ唯一の

お客さまから信頼される

造・販売事業を開始しました。1989 年、日本酸素が米

B2C 事業として

高い品質

サーモス事業は、産業ガス事業とは異なる日本酸素 HD グ

これまでは、ケータイマグなど主に屋外で使用する製品のラ

同社は、企業理念に則り、お客さまの快適なライフスタイル

ループ唯一の B2C 事業として、一般消費者との幅広い接点

インナップが中心でしたが、最近では、よりお客さまの多様

を実現できるような製品開発を長年続けてきました。その結

を創出しています。リアル店舗、EC
（電子商取引）
ともにほぼ

なニーズに応えるべく、フライパンやタンブラーなど、家庭内

果、プラスチックごみを削減できるマイボトル、短時間火にか

すべての販売チャネルに展開しており、お客さまにあらゆる

での調理や食事シーンに活躍する製品にも注力しています。

けた調理鍋を容器で丸ごと保温し、余熱で食材に火を通す

場面で商品に触れていただく機会を提供しています。直営店

また、日本酸素 HD のガスビジネスにより培われた「高い安全

ことで調理の時短・エネルギー削減につなげる「真空保温調

「サーモス スタイリングストア」をはじめ、実際にサーモス製

性」に基づいた規格による製品開発は、品質の評価・信頼性

理器シャトルシェフ」などのサステナブルな製品を生み出して

品を手に取る機会を多く設け、広告宣伝・店頭販促などを組

を獲得しています。お客さまの日々の暮らしを向上させよう

きました。これは、事業そのものがサステナビリティに貢献し

み合わせたマーケティングミックスを展開しています。また、

とする姿勢と高品質な製品により、高いブランドイメージを

ていると言えます。加えて、近年では猛禽類医学研究所と提

製品アンケート、市場調査などの情報を基に、
「ユーザーの使

保ち続けています。加えて、手厚いカスタマーサポートや、購

携し、オリジナルボトルを購入すると、その売上収益金の一

いやすさ」を常に意識した製品の企画・開発を実施していま

入後も長く使用していただけるような交換用部品のサービ

部が猛禽類医学研究所を通じて、オオワシ、オジロワシ、シ

す。その結果、高いブランド認知度を誇っています。

スも高評価をいただいており、サーモスの「高品質」というブ

マフクロウなどの絶滅の危機に瀕した野生動物の保護に使

ランドイメージの創出に貢献しています。

われるといった取り組みを始めています。

国 Household International Inc. からサーモス 事 業
（「 THERMOS 」ブランドでガラス製魔法びんなどを製
造・販売）
を買収し、当社における「 THERMOS 」ブラン
ドの歴史が始まりました。そして、2001 年の日本酸素
の家庭用品事業分社化により、サーモスが設立されま
した。同社は日本酸素由来の真空断熱技術を利用した
サーモス製品を通じて、快適なライフスタイルを実現す
る新しい価値の創造を続け、世界 120カ国以上で展開
しています。同社のブランドコンセプトは「サーモスマ
ジック」。真空断熱技術と、ユニークな生活快適発想を
柔軟に組み合わせ、もっとおいしく、パッと便利で、ほっ
と心地よい、夢ある暮らしを創造したいという想いが込
められています。
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サーモス事業

特集

サーモスが
日本酸素ホールディングスグループに
存在する理由
世界初のステンレス製
魔法びんの誕生

NISSAN 、
シャトルからTHERMOSへ

3人の社員によるテーマ探索が始まり
ました。そして、市場調査の過程で
む声が耳に入ってきました。当時の

社は、1910 年に日本初の産業ガス

魔法びんはガラス製で、割れやすかっ

メーカーとし て 設 立 さ れ まし た。

たのです。そのニーズに応えるべく、

不可欠なテクノロジーでした。“ガス

と統合、現在のサーモスとなりまし

屋”がつくる「消費財」として、魔法

た。日 本 酸 素 から生まれた技 術と

びんを選定したのはある意味必然で

「 THERMOS 」ブランドが融合した製

あったかもしれません。産業ガスと

1978 年、一般市場に投入された割

品 により、日 本 国 内 におけるプレ

魔法びんは、当社が継承してきた同

れないステンレス製魔法びんは好評

ゼンスが高まっていきました。

じDNAを持っているのです。

〜ブランドの変遷〜

「冷めない、割れない魔法びん」を望
当社の前身である日本酸素合資会

「サーモス事業部」を会社分割し同社

1982 年に発売された「シャトルミニ」。発売当初よりも

1960 年代には、お客さま企業の工

開発担当者が出した答えが、ステン

場に直結したオンサイト・プラントを

レス製の真空断熱構造の魔法びんで

設置するなど、日本の産業の発展を

した。当社が製造していた産業ガス

下支えしてきました。

運搬用のタンクローリーのタンクには

造の内側をいかに真空にして、製品

発売当初のブランドは「 NISSAN 」。

真空断熱技術が使われていて、まさ

の大量生産を可能にするのかという

1984 年に「シャトル」という商品名

しく
「巨大な魔法びん」だったのです。

課題がありました。そこで考案された

の魔法びんを発売して以降は、製品

そんな当社でしたが、1970 年代に
入って新たな挑戦を始めます。それま

手頃な価格帯になったことから、遠足や運動会用とし
て大ヒットしました。

を得ました。既存メーカーの中には

当社グループはグループ理念
（英

「黒船の襲来だ」と評した人もいたと

文版）
として「Proactive. Innovative.

いうエピソードも伝えられています。

同じDNA を持つ
産業ガスと魔法びん

Collaborative. Making life better
through gas technology.」を掲げ
ています。サーモスも独自の企業理
念を策定していますが、その実現の

で産業ガスという「生産財」を供給し

魔法びんには卓上用と携帯用があ

製法は「真空の部屋の中で魔法びん

には「 日 本 酸 素 「
」 NISSAN 「
」 シャト

ここで改めて、新事業の模索を開始

ため「保有する断熱技術をはじめと

てきましたが、それのみに固執するこ

りましたが、前者の普及率は100％

をつくる」というそれまでにない画期

ル」を併記していましたが、やがて広

した1970 年代に話を戻します。どん

したさまざまな技術と創造力で省エ

となく、一般消費者向けの商品を開

に近かったものの、後者は60％ほど

的なものでした。真空の環境下で部

告でも「シャトル」ブランドを前面に

なモノをつくるのか、当社ではテーマ

ネルギーに貢献するとともに、快適

発し、
「消費財」市場にも参入する新

でした。また、先行の大手メーカーが

品を組み立て、最後に底の金属ロウ

打ち出す手法が取られるようになっ

選定のガイドラインを設けていまし

なライフスタイルを実現する新しい

事業を立ち上げることになったので

卓上用に注力していたため、当社は

を加熱して溶かす。この製法により、

ていきました。

た。それが「世の中にないもの、あっ

価値を提供してゆきます」と宣言して

す。産 業 ガ スで 培った 技 術 力 で、

携帯用に絞り込んで開発を行いまし

1976年、世界初の割れない魔法びん

一 方、
「 THERMOS 」ブ ランドは

ても製法がまったく新しいもの」
「現業

います。当社グループの理念にある

どんな商品ができるのか。1975 年、

た。製造においては、びんの二重構

の試作品が完成しました。当時、魔

1904 年 に 設 立 さ れ た THERMOS

と関連のあるもの」
「他社の追随の難

「 Making life better 」―。事 業を

法びんの価格帯は2,000〜3,000 円

に由来します。現代では
GmbH（独）

しいもの」などでした。自社内で磨き

通じてよりよい未来を拓きたい、この

でしたが、市場調査の結果「割れな

世界最大の魔法びんブランドに成長

上げてきた保有技術を駆使して、他

1 文にはそんな想いが込められてい

いなら1 万円でも買う」という人もい

するのですが、1989 年、当社がその

社と差別化できる製品をつくり出す。

ます。それはサーモスの理念にも通

ました。そこで検討の末、6,900 円と

事業を買収しました。1991 年、当社

その結実が魔法びんだったのです。

底しています。当社グループの仲間

いう価格に決定しました。開発者た

の「魔法瓶部」は「サーモス事業部」

ステンレス製 魔 法びんの開 発に

として、
「THERMOS」ブランドがある

ちの、品質への確かな自信の表れで

に昇格しました。また、それに先立つ

は、真空断熱技術や高度な溶接技

もありました。

1980 年、株式会社日酸サーモを設

術が必要でした。それは産業ガスを

立し て い た の で す が、2001 年 に

安全に、安定して供給するためには

1978 年に発売された世界初の真空断熱ステンレス製
魔法びん「アクト・ステンレスポット」

発売当時の広告。
「ステンレス製魔法びん」とうたうの
ではなく、
「割れない魔法びん」をキャッチフレーズにし
ていました。

NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION
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進取編：基盤技術・R&D・DX

妥協のない、培った技術力

●ガス・ハンドリング技術
また、ガスはその取り扱い方法によっては危険が伴います。

ガス・ハンドリング技術とは、ガスを取り扱う技術のことで

日本酸素 HDグループでは、
「プラント・エンジニアリング技術」
「ガス・ハンドリング技術」
「ガス・アプリケーション（ガス利用）技術」といった基盤技術を保有しています。それらを活用し、
当社グループが事業を展開している4 極で顧客ニーズに合った技術や製品を提供するため、R&D（研究開発）を
進めています。また、近年ではデジタルトランスフォーメーション（ DX ）の取り組みにも注力しており、

す。お客さまの使用環境によって、必要なガスの流量や圧力

輸送・供給を担う運輸会社に対しても、安全運転の徹底を図

などの供給条件が異なります。そのため、オンサイトプラント

るとともに、高圧ガスを扱う供給作業員としての意識や技術

でのパイピング供給や、客先構内に設置した貯槽へのタン

の向上につながる取り組みを進めています。

クローリーによるバルク供給など、お客さまにとって最適な
供給形態を選択しています。ガスを最適に供給することで、
ガスが持つ効能を存分に発揮させることが可能になります。

事業のさらなる効率化・最適化をめざします。

基盤技術
当社グループの事業ドメインを支える基盤技術には、エアセ

加工などのさまざまな分野に応用する「ガス・アプリケーション

パレートガスを生産する空気分離装置の設計からメンテナン

（ガス利用）技術」があります。これらの技術を活用して、お

スを行う「プラント・エンジニアリング技術」
、エアセパレート

客さまのご要望に最適なソリューションを提供するために、

ガスを安定的かつ効率的に生産・供給し続ける「ガス・ハン

妥協のない研究開発を続けています。

ドリング技術」、ガスの持つ特性を生かして食品冷凍や金属
基盤技術体制に関する組織図

お客さまにとって最適な仕様でガスを供給します。

日本酸素ホールディングスグループ
プラント・エンジニア

ガス・ハンドリング

リング技術

技術

ガス・アプリケーション
（ガス利用）技術
アジア・

日本
ガス事業

生産工場においては安全の徹底を図っています。

基盤技術

米国

欧州

ガス事業

ガス事業

オセアニア
ガス事業

各地域におけるマーケットニーズに応え、当社グループの持つ基盤技術を通じて、
お客さまの課題を解決し、新たな価値を提供しています。

●プラント・エンジニアリング技術
の国産化に初めて成功して
1935 年にASU（空気分離装置）

きめ細かい操業管理・設備管理が必要です。独自に開発し

以来、ASUのトップメーカーとして、世界各地に100 基を超え

た教育訓練用 ASUシミュレータにより、非常時を想定した訓

るプラントを建設しています。プラントの基本設計から詳細

練をはじめ多様な実践的教育を行っています。

●ガス・アプリケーション（ガス利用）技術
ガス・アプリケーション
（ガス利用）
技術とは、ガスの持つさま

CO 2 排出量削減に貢献する、酸素富化燃焼技術や水素燃

ざまな効能・効用を引き出す技術のことです。安全により効

焼技術
（→ P.53 ）
に関心が寄せられています。また、フードロ

率的にガスを使用していただくためのノウハウなどを活用し、

スという社会課題に対しては、窒素封入技術や液体窒素に

ガス利用の用途に応じて、溶接技術、食品加工技術、熱処

よる急速冷凍技術により生鮮食品、調理食材の消費期限を

理技術、燃焼技術、低温技術を研究開発し、お客さまの課

延ばすことで応えています。当社はガス・アプリケーション

題解決に資するさまざまな技術支援やソリューションを提供

技術の活用により、地球環境や産業、人々の暮らしの中にあ

しています。

るサステナビリティへの貢献を推進していきます。

近年では、取引先企業の環境配慮の意識が高まっており、

設計、製作、調達、建設、試運転、メンテナンスに至るまで、一
貫したサービスを提供しています。プラント・エンジニアリン
グ技術に関する主な機能は、計画起案、詳細設計、施工、調
達、プラント製作の5つに分かれています。この5つの機能を
網羅的に担っているのが日本事業会社である大陽日酸に設
置されたプラント・エンジニアリングセンターです。
また、ガスを安定的かつ効率的、そして安全に生産・供給
するためには、プラント運転員の熟練度向上、工場における

NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION

大陽日酸 プラントエンジニアリングセンター 京浜事業所での作業風景
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山梨研究所では、酸素燃焼、溶接・溶断、熱処理などのテーマで
研究・開発を行っています。
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進取編：基盤技術・R&D・DX

R&D 戦略

燃焼技術でカーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み

当社グループでは、日本事業会社である大陽日酸の研究開発拠点を中心としてグループ全体の研究開発機能を担い、パート

2050年のカーボンニュートラル社会の実現に向けて、当社グ

ナーとともに溶解炉や焼結炉に取り付け、生産性を高めるの

ナーと協業し、効率的かつ最適なR&Dを推進するために、以下の方針を定めています。

ループのR&D 拠点である大陽日酸の山梨研究所では、酸素

が役割でした。米国では、アルミニウムの溶解に多く使用さ

燃焼技術に注力しています。当社グループが保有する基盤技

れていましたが、国内では主に電気炉の省エネルギー用とし

術を活用し、さまざまな用途に向けた酸素燃焼技術の開発を

て使用、その後アルミニウム溶解炉、耐熱セメント溶解炉、ア

行っており、省エネルギーや環境汚染物質の排出抑制に貢献

ルミナの焼結用キルンなど、その他の工業炉プロセスに適用

しています。酸素燃焼技術とは、支燃性ガスに高純度な酸素

範囲が広がったため、当社ではそれに対応する独自の開発に

を添加し、空気中の酸素濃度を21% 以上にした環境を用い

取り組 み、電 力 原 単 位 の 削 減、操 業 時 間 の 短 縮を図る

て燃焼効率を高めるもので、空気燃焼時と比べて高い火炎温

「SCOPE-JET®」や酸素燃焼でのNOx
（ 窒素酸化物）発生を大

度が得られるとともに、支燃性ガス中の窒素分を低減するこ

幅に削減する「Innova-Jet®」をはじめとした製品をラインナッ

基本的な考え方

とができ、排ガスとして持ち去られるエネルギーを低減するこ

プしています。

• 既存のテクノロジーを拡充して基盤事業の強化に貢献する

とができます。そのため、省エネルギー及び CO2排出削減に

また、近年では、Nippon Gases Euro-Holding グループ

• 新たな事業領域の探索や拡大を実現するため、コアコンピタンスが活かせる成長分野へ重点的に資源投入する

貢献する技術として、高温の加熱炉や溶解炉など、各種燃焼

と連携し、新たな取り組みとして水素燃焼、アンモニア燃焼

アプリケーションへ応用されています。

の研 究 開 発にも注 力しています。水 素（ H 2）やアンモニア

大陽日酸 R&D ユニット

R&D 方針
当社グループとしてのサステナビリティを追求する技術開発組織を確立し、イノベーション、事業効率化、
グローバル化を推進して収益拡大に貢献する

ポートフォリオ戦略を構築する

• グローバルなオープンイノベーションにより技術を補完して開発の加速とチャネルを拡大させる
• デジタル技術を効果的に活用して事業効率化に貢献する

当 社 の 酸 素 燃 焼 技 術は、1970 年に米 国 Air Reduction

（ NH 3）
を燃焼してもCO 2や大気汚染物質をまったく排出しな

Company, Incorporatedより酸 素 バーナーの技 術 導 入を

いため、カーボンニュートラル社会の実現に向けたさらなる

行ったところから始まります。これは、燃料
（主に重油）
と酸素

貢献も期待されています。

をノズル先端に噴出し拡散混合燃焼させる方式で、空気バー

R&D 推進体制
当社グループでは、ガスの可能性を徹底的に追求した研究

研究所、つくば研究所、SIイノベーションセンター）であり、

開発を続け、新たなガス需要の創出に貢献しています。お客

米国・ロングモント拠点でもエレクトロニクス関連などのテー

さまのニーズに対してトータル・ソリューションを提案するた

マで、研究開発を行っています。つくば研究所とロングモン

め、豊富なノウハウと実績を背景に挑戦を続けています。

ト拠点では、定期的な交流会を行い連携を深めており、人的
な交流だけでなく、技術的な交流も含めた取り組みを通じ

マーケットニーズ

て、さらなるシナジー創出をめざします。

米国
欧州

日本酸素

HD

大陽日酸

研究開発費の内訳

R&D ユニット

アジア・オセアニア
日本

21%

持 株 会 社（日本 酸 素 HD ）の役 割としては、米 国、欧 州、
アジア・オセアニアのグローバル各極でとらえたユーザーか
らの要望やマーケットニーズなどの情報を収集し、それぞれ

44%

の地域でどのような取り組みを実践すべきかを整理して、全

●工業ガス ............. 15%

15%

東北大学

小林 秀昭 教授

大陽日酸殿は産業用ガス供給のみならず、利用分野においても

門からの CO 2排出削減に向けて、カーボンフリーアンモニアを工

幅広い事業を展開されています。小職の中心的学会である日本

業炉燃料に用いる基盤技術開発を担当され、当初目標を高いレ

燃焼学会におきまして、貴社の技術開発は高く評価され、2015

ベルで達成されました。2020 年末、2050 年カーボンニュートラ

年度に日本燃焼学会技術賞を受賞されています。貴社との関

ルに伴うグリーン成長戦略に燃料アンモニアが明記されました。

係はこれらの学会活動が契機でしたが、2014 年から5 年間実施

このような中で、SIPプロジェクトの成果を早期に社会実装すべ

●エレクトロニクス ... 11%

く、引き続き協力させていただきたいと考えます。オープンイノ

●メディカル ............. 3%

）エネルギーキャリアプロジェクト」におきまして、当初
ラム
（ SIP「

ベーションがうたわれる昨今ではありますが、貴社の強みであ

●新規技術 ............. 44%

より主要参加機関であったこと、また小職がアンモニア直接燃

る自社技術ならびに優れた人財を今後とも育成強化され、産業

●基盤技術／ FS ※ ..... 21%

焼チームの統括であったことから、貴社の新技術への取り組み

部門のカーボンニュートラルに向けた牽引役を務めていかれる

をさらによく知ることとなりました。同プロジェクトでは，産業部

ことを期待しています。

●生産技術 ............... 6%

11%
3%

※ Feasibility Study（フィージビリティ・スタディ）。ビジネスプランやプロジェクトの「実
現可能性」を調査すること

りまとめています。現在では、R&D の拠点は大陽日酸（山梨

NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION

カーボンニュートラルに向けた牽引役を務めることに期待

された国家プロジェクトである戦略的イノベーション創造プログ

6%

般的な方針を決定しています。その方針を大陽日酸 R&Dユ
ニットと共有・議論し、グループ全体としての R&D 戦略を取

提携先大学教授のコメント
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進取編：基盤技術・R&D・DX

デジタルトランスフォーメーション（ DX ）の推進
事例

米国での空気分離装置（プラント）オペレーションの遠隔監視

日本酸素 HDは、事業戦略を遂行する上で、さまざまな課題

タとデジタル技術を活用して、お客さまの声を先取りし顧客

を解決できる手段として、これからのDX 推進に向けた取り組

の技術・生産プロセスの革新に資するような提案を生み出す

みを始めています。例えば、米国では、空気分離装置
（プラン

ことが重要であり、それがだんだんと軌道に乗ることで、事

米 国は非 常に広 大で、かつプラントの数が 多いため、

ト）
の遠隔監視・操作による一元的なオペレーションを確立

業全体の効率化や最適化につなげられると認識しています。

Matheson Tri-Gas（ 以 下、MTG ）は空 気 分 離 装 置（プ

のサプライチェーン最適化戦略における重要な鍵である

し、効率的な事業運営に役立てています。また、日本では省

ゆくゆくは、グローバルかつサプライチェーン全体を巻き込ん

ラント）
の遠隔監視・操作による一元的なオペレーション

と考えています。

人化された供給ネットワークの構築に向けて取り組んでいま

だ展開にしていきたいと考えています。

を確立し、効率的な事業運営を行っています。最大 260

プラントの遠隔操作というDX のアプローチは、MTG

基のプラントをPC のモニターから監視し、タンクレベル、

す。まずは、データ起点の組織や業務プロセスを構築し、デー

送電網の負荷などに関する操作を行うことができます。
事例

工場のスマート化（自動化・作業省力化）、デジタル革新を実現するガス供給システム
「 IGSS（インテリジェント・ガス・サプライングシステム）」

大陽日酸は、顧客工場のスマートファクトリー化に対応す

IoTやRPA ※を活用したデジタル革新技術と、長年蓄積し

るために、ガス業界のデジタル革新を実現した新たなガス

た当社のガス・ハンドリングのノウハウを融合した次世代

供給システム
「 IGSS 」
を開発しました。ガスの安定供給と

ガス供給システムを提案しています。当社グループは、こ

その監視、日々の容器交換業務は、製品の生産・品質・安

のような側面からもDXにアプローチしています。

全の確保に重要な役割を担っています。新たなサービス

※ ロボティック・プロセス・オートメーション
（Robotic Process Automation）
。これま
で人間のみが対応可能と想定されていた作業、もしくはより高度な作業を、人間に
代わって実施できるルールエンジンやAI、機械学習等を含む認知技術を活用して代
行・代替する取り組み

の付加価値の提供によって、業務の効率化や省力化に貢
献する未来につながるガステクノロジーとして、当社では

2019 年 10 月にはプラントの遠隔監視を行う「リモート
オペレーションセンター」が改装されました。これにより、
より多くのプラントを遠隔操作できるようになるとともに、

HyCOなどの大量生産ユニットを監視するシステムが導
入されました。

MTG のリモートオペレーションセンター

今後の戦略
今後の事業の推進拡大においてDX 戦略として展開していく分野を、各極で拡充していきます。日本やアジア・オセアニアでは
「生産性の向上」
、欧州では「顧客との関係強化
（ CRM：Customer Relationship Management ）
」や「人財開発
（タレントマネ
ジメント）」のテーマで活用していきます。

日本

欧州

アジア・オセアニア

業務効率と生産性向上、デジタル

2019 年 6 月 に DX プ ロジェクトを

Nippon Sanso Holdings Singapore

技術活用によるビジネスモデルの

キックオフしました。注力分野は顧

のエンジニアリング部門において、

再構築（生産工場のリモート化、ロ

客エンゲージメント、運 用の効 率

各 国 工 場ごとの生 産 状 況の一 元

ジスティックス業務の効率化など；

化、従業員エンゲージメントの 3 つ

管理による「見える化」をはじめと

大陽日酸経営企画・ICTユニットの

です。人 財 開 発への DX 活 用にも

するデジタル活用、東南アジア事

重点戦略）
をめざしています。

注力していきます。

業会社へのロジスティックス分野で
の容器管理システム・自動注文出
荷配送システム構築などを進めて
います。

「 IGSS 」の運用イメージ
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共創編：サステナビリティ戦略

人と社会と地球の心地よい未来をめざす

CSOメッセージ

「サステナビリティ経営」

常務執行役員 技術・環境統括室長 兼 CSO
（兼 大陽日酸（株）常務執行役員
技術統括ユニット長）

三木 健

日本酸素 HD は、革新的なガスソリューションによって新しい価値を創出し、
人と社会と地球の心地よい未来の実現をめざしています。当社グループが持続的に、人、社会、そして
地球の課題解決に貢献していくことが、社会価値と経済価値を同時に向上させるとともに、当社グループの
企業価値の向上にもつながっていくと考えています。こうした想いを社員全員が共通認識として理解する

カーボンニュートラル社会の実現に貢献するとともに、

グループビジョンに込め、グループ一丸となってサステナビリティ経営を推進しています。

サステナブルな成長、企業価値の向上をめざします。

サステナビリティ経営における「地球」
「社会」
「人」
「経営課題」の考え方
あらゆる産業と密接に関わっている当社グループは、ステークホル

地球

ダーにとって心地よい未来を実現することは事業活動そのものを通
じて貢献できることだと考えています。また、気候変動、異常気象、資
源枯渇、食糧不足なども、私たち人類にとって直面する大きな課題で

社会

すが、こうした地球規模の課題についても、当社グループの強みを生

人

かして貢献できる機会が十分にあります。自分たちの強みを踏まえ
て未来に向けて解決・改善していくべき重要課題を「地球」
「 社会」
「人」と定義し、
「経営課題」も含めてこれらの課題解決に取り組んで

経営課題

いきます。

［人］事業活動に関わるすべての人々を尊重し、

［地球］サステナブルなビジネスモデルで、
持続可能な地球環境に貢献する

共存する

地球規模での環境問題やさまざまな社会課題の解決が求

モニアの利用技術、冷凍･ガス技術利用による食品保存

められる中で、企業としても、SDGs（ 持続可能な開発目

期間の延長・食品ロス削減･水産資源の増産や、iPS 細胞

標）
へ貢献していくことの重要性が増しています。また、財

冷凍保存技術等のメディカル・ヘルスケア分野への貢献な

務面のみならず、非財務面の取り組みが企業の持続的な

どはその一端です。また、サーモスは、マイボトル推奨によ

発展には重要であり、特に、ESG
（環境･社会・ガバナンス）

るプラスチック利用削減や高い保温･保冷技術力により省

の推進が必要不可欠です。

エネルギーを実現し環境負荷低減に貢献するとともに、一

当社グループは、産業ガスを事業基盤とし、ガステクノ

般消費者との幅広い接点を持つことで、サステナブルな製

ロジーを通じて、社会環境に貢献してきました。2020 年

品の提供を通じて、豊かなライフスタイルを提案していき

10 月に持株会社体制へ移行し、グローバルに活動する企

ます。加えて、産業ガス分野にはイノベーションのポテン

業グループとして、より広い視野で、サステナビリティ対応

シャルがまだまだあります。半導体製造等先端技術への貢

を一層強化していきます。

献、安定同位体の医療検査技術への応用、不活性ガス利
用による金属 3Dプリンティングの推進などです。これらの

地球環境の持続可能性は、空気という資源の恩恵に浴
する当社グループにとって、極めて大きな重要課題です。

技術を活用した当社グループ製品やサービスによって、環
境社会問題の解決に寄与していきます。

空気という自然の恩恵に浴する当社グループにとって、地球

企業の持続的成長に欠かすことができない人財だけでなく、

生産設備のエネルギー効率の改善、再生可能エネルギー

環境の持続可能性は、重要な課題です。事業活動を通じた

サプライチェーン、お客さま、株主・投資家など、すべてのス

の利用拡大などを一層進め、カーボンニュートラル社会の

環境負荷低減だけでなく、環境課題を解決する製品・サービ

テークホルダーからの信頼を得るべく、密接な対話を行い、

当 社 グ ループ は、産 業 ガ ス の プ ロ 集 団「 The Gas

実現に貢献していきます。また、産業ガスを取り扱う企業

スの創出により、持続可能な地球環境に貢献していきます。

よりよい社会の実現のために協働していきます。

Professionals」として、革新的なガスソリューションの提供

グループとして、お客さまにガスを安全、安心、安定的に

により、人と社会と地球の心地よい未来の実現に向け、サ

供給することはビジネスの根幹です。
「ガスを売ることは

ステナブルな成長、企業価値のさらなる向上をめざします。

［社会］あらゆる課題の解決と多様なライフスタイル

［経営課題］革新的なガスソリューションを、

の提案で、豊かな社会の実現に貢献する

安全かつ安定的に供給する

各地の社会インフラとしての基盤と地域社会との多様な接

ガス供給の安全性・安定性を確保するために、生産工程か

点を生かし、食糧不足や疾病治療への貢献、サーモス事業を

ら供給工程、お客さまの製品利用時に至るまで、保安力の向

通した快適でエコなライフスタイルの提案など、あらゆる社

上及び品質の維持向上に取り組んでいます。

会課題の解決を通じて豊かな社会の実現に貢献します。
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安全を売ること」の精神に則り、保安・安全を確保しなが
ら、健康で安全・安心な社会生活にも貢献していきます。
当社グループは、長年にわたり培ってきた、さまざまな
優れた要素技術を有しています。酸素濃度を上げることに
より燃焼効率を高める技術、CO 2を排出しない水素やアン

NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION

57

INTEGRATED REPORT 2021

OUR VALUE CREATION

共創編：サステナビリティ戦略

ESG マテリアリティ
持続可能な社会の実現に貢献するために、事業活動のすべてのプロセス
（バリューチェーン）
において、
「地球」
「 社会」
「人
（企業
と組織）
」にどのような影響を与えるかを認識し、
「経営課題」を含めた4 つのテーマのマテリアリティ
（重要課題）
に関して、求め
られる役割を定めています。

外部環境
気候変動

テーマ

資源不足

食糧・農業

マテリアリティ
（重要課題）

健康維持

疾病治療

人権の尊重

当社グループに求められる役割

労働安全衛生

人財育成

ダイバーシティの推進

主な取り組み

関連するSDGs

• 高い倫理観に基づき、法令、国際規範、社内規則を遵守し、公正・公平かつ誠実な
• コンプライアンスの徹底
• ガバナンスの強化

経営課題

• 保安安全の確保

企業活動を行えるよう、必要なコンプライアンス推進・維持に努める

• 経営の透明性・公正性の向上、経営監督機能の強化及び意思決定の迅速化による
経営の機動性の向上を図り、コーポレートガバナンスを強化する

•「ガスを売ることは安全を売ること」の精神に則り、自主保安を確実に実践する体制を強化する

• コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえた体制の強化
• 安全・安定供給への取り組み
• コンプライアンス教育の継続的実施

• 必要なガスを必要なときに、産業ガスの安定供給を実現する

• 資源・エネルギーの
効率的利用

地球

• 温室効果ガス排出削減などにより、気候変動の緩和を図るための体制を強化する

• 清浄な水資源の確保

• 保温ボトル・保温調理製品の販売を通じて、温室効果ガス排出削減などを図るとともに、

• 生物多様性の保全

• 医療分野への商品提供を通じて、健康維持・疾病治療に貢献する

• 疾病治療への貢献

• 産業ガス及び関連機器の提供を通じて、食糧資源の保全、農業の生産性向上などの課題解決に貢献する

• 食糧・農業問題への対応

• CO 2排出量が少なく、災害時・非常時に強い分散型エネルギーであるLPガスの利点を生かし、

• 社会インフラの整備・拡充
への貢献

• 地球環境保全への取り組み

事業機会の創出、事業拡大を図る

• サーモス製品の販売を通じて、快適でエコなライフスタイル実現に貢献する

• 環境・社会課題の解決に貢献する製品・サービスの開発
• 品質保証、管理体制の強化

• お客さまが安心して製品・サービスを利用できるよう、製品のライフサイクル全体にわたり、

• 人権尊重の理念の共有
• 労働安全衛生の推進
• 人財の育成・開発
• ダイバーシティの推進
• 製品・サービスの信頼性向上
• 情報セキュリティ対策の推進
• ステークホルダーとの

人

• 環境管理の推進

気候変動の緩和・適応に関する事業機会の創出、事業拡大をめざす

• 健康維持への貢献

• スマート社会への対応

（企業と組織）

• タンクローリーの燃料使用量削減によりCO 2排出量の削減に取り組む

• 気候変動への対応

• 生活の満足度向上

社会

• 効果的な空気分離装置を投入し、電力使用量を抑えCO 2排出量の削減に取り組む

対話・協働

• コミュニティ貢献
• ICT 高度利活用の推進
• イニシアチブへの参画と
リーダーシップの発揮

• サプライチェーンにおける
サステナビリティの推進

品質と安全性を確保する体制を強化する

• 企業活動に加え、お取引先さまなどに対しても、人の尊厳や権利の侵害及び
不当な差別を行わないことを求める
（例：ハラスメント対策、相談窓口設置など）

• 国・地域ごとの法令に基づいた安全管理を行い、安全な職場環境をつくるとともに、
従業員の心とからだの健康保持増進に取り組む

• 採用や配置、昇進、能力開発における機会の均等に取り組み、中長期的な観点に基づき
人財の育成・開発を進める

• 国籍・年齢・信条などを尊重し、多様な人財、多様な価値観を積極的に取り入れ、
企業活動に生かす
（例：女性活躍推進、外国人登用、障がい者雇用など）

• 企業活動で、情報資産保護の重要性・責任を認識するとともに、お客さま、
お取引先さま、当社グループなどの秘密情報漏洩を防止すべく適切な情報管理を行う

• 事業活動を通じた社会貢献、コミュニティに対する理解を高めると同時にコミュニティからの
要請・期待に応え続ける

•「職場におけるハラスメント防止・根絶に関する基本方針」の周知徹底
• 社員教育・研修の実施
• 情報セキュリティシステムの維持・向上
• ICT の積極的な利活用
• 株主や投資家アナリストとの対話
• 安全・安定供給への取り組み
• イノベーション、ダイバーシティを促進する環境づくり
• 社会貢献活動
• 健康経営の取り組み
• 情報開示の充実

• ステークホルダーからの信頼を得るべく、ステークホルダーを尊重し、密接な対話を行い、
企業活動に生かすとともに、よりよい社会実現のために協働する
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ESG マテリアリティの特定

マテリアリティ特定プロセス

マテリアリティは、日本酸素 HD が社会とともに持続的に成長するために取り組むべき重要な課題として、SDGs
（ 持続可能な開
発目標）
などのグローバルの課題の解決と当社の理念体系を結び付け、価値創造につながるものととらえており、事業活動の
基盤となるものです。

2021 年

7月

マテリアリティ ロング・ミドルリスト作成： 検討課題の設定

8月

社内アンケート： 課題の評価

9月

マテリアリティ候補特定： 重要課題の特定と優先順位付け

当社は、社会及びステークホルダーの関心や社会課題を認識するとともに、経営への影響を踏まえ、2022 年 4 月よりスター
トする次期中期経営計画の策定に合わせ、現在のマテリアリティの更新を進めています。
今後はマテリアリティに沿ったKPIを明確にし、取り組みを進めることで、事業活動を通じた社会課題の解決、企業価値向上
をめざしていきます。
重点取り組みのマトリックス

10 月

● 資源・エネルギーの効率的利用

社内議論、確定（中期経営計画検討会議）
：マテリアリティ・マトリックス作成

極めて重 要

● 気候変動への対応
● 食糧・農業問題への対応

● 製品・サービスの信頼性向上

● 清浄な水資源の確保

● 人財の育成・開発

2022 年

3月

承認： 社内承認

● 労働安全衛生の推進

次期中期経営計画に向けた ESG マテリアリティ更新の経緯と方向性

非 常に重 要

ステ ー クホルダ ーにとっての重 要 性

● ダイバーシティの推進

● サプライチェーンにおける
サステナビリティの推進

● コミュニティ貢献
● 健康維持への貢献
● 疾病治療への貢献

● 人権尊重の理念の共有
● 情報セキュリティ対策の推進

ESG（環境、社会、ガバナンス）、国連で採択された「持続可

交換、グローバルでの各リージョン従業員アンケート調査な

能な開発目標（ SDGs ）」など、世界的にサステナビリティの

ど、積極的な議論を実施し、経営会議及び取締役会での承

重要性がますます高まる一方、当社企業活動に影響を与え

認を経て、新たなマテリアリティを公表する予定です。
当社グループは今後もサステナビリティ経営を推進し、世

るトレンドは刻々と変化する中、当社は2015 年に策定したマ

界のさまざまな国や地域の持続可能な経済、社会の発展と

テリアリティの見直しを実施しています。

気 候 変 動をはじめとする地 球 規 模の課 題 解 決に向け、グ

今回の見直しでは、SDGs や各種国際ガイドライン、ESG

ローバルな事業活動を通じて貢献していきます。

評価といった幅広いステークホルダーの視点と、事業インパ
クトの双方を考慮の上、社外役員や外部専門会社との意見

● 生物多様性の保全
● スマート社会への対応
重要

● 社会インフラの
整備・拡充への貢献

● ステークホルダーとの
対話・協働

● 生活の満足度向上

● ICT 高度利活用の推進
● イニシアチブへの参画と
リーダーシップの発揮

重要

非常に重要

極めて重要

日本酸素ホールディングスにとっての重要性
● 地球環境に関連する重要課題

● 社会システムに関連する重要課題
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● 企業と組織に関連する重要課題
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OUR VALUE CREATION

座談会②

2050年
カーボンニュートラル社会の
実現に向けて

日本酸素ホールディングスの
サステナビリティ経営を推し進める
リーダーたち
常務執行役員 技術・環境統括室長 兼 CSO
（兼 大陽日酸
（株）
常務執行役員 技術統括ユニット長）

三木 健

Matheson Tri-Gas, Inc.
Executive Vice President,
Corporate Administration and General Counsel
スティーブン・ストラウド

Stephen Stroud

日本酸素 HDグループは、2020 年 10 月の持株会社体制への移行を契機に、これまで以上にグローバルで
連携しながら、サステナビリティへの貢献を進めていくという認識を共有しています。そして、当社グループとして何ができる
のかを見つめ直し、
「 2050 年カーボンニュートラル社会実現に向けた貢献」という大きな方向性を示しました。
グループ一丸となってこの目標を実現するにあたり、各事業会社のサステナビリティ責任者が一堂に会し、
これからの当社グループのサステナビリティ経営のあるべき姿について語り合います。

各地域のサステナビリティへの意識
す。私はいろいろな肩書きを持っていま

常に異質で、一般消費者向けの家庭

など、企業の非財務面の取り組みが関

して、経営管理の副社長、法務、人事、

用品、魔法びんを中心とする製品の開

心 を 集 め て います。当 社としても、

それから安全・健康・環境・品質担当、

発・生産・販売を行っています。

2021 年 5 月の通期決算説明会におい

さ ら に は CCO（ Chief Compliance

て、
「2050 年カーボンニュートラル社会

も務めています。
Officer ）

三木

近 年、ESG や SDGs への 貢 献

三木

ありがとうございます。日本酸

素 HD は、2019 年 に TCFD に 賛 同し、

Nippon Sanso Holdings

現在特に環境関連の情報開示を積極

ました。そこで、本日は各事業会社の

の石原と申し
Singapore（以下、NSHS）

的に進めています。環境貢献の定量効

サステナビリティ責任者に集まっていた

ます。社 長 兼 CEOを 務 め て います。

果も、第三者機関の評価を受けながら

だきました。とはいえ、各社との個別の

NSHSはASEAN 地域の地域統括会社

開示を進めているところです。そもそ

やりとりはあってもこのメンバーが全員

として、安全、コンプライアンス、エンジ

も、我々が扱う産業ガス事業はサステ

で集まるのはおそらく初めてなので自

ニアリング、そして人財育成と、さまざま

ナブルなビジネスだと思っていて、空気

己紹介からスタートしたいと思います。

な分野で域内各事業会社へのサポート

を分 離するときに化 石 燃 料は使いま

私 は Nippon Gases Euro-

をしています。今日は当社グループの重

せんし、原料は空気なので資源も使い

に38年勤めてい
Holding（以下、NGE）

要な課題であるサステナビリティへの取

ません。食品分野や医療分野にもガス

て、2021年1月から、NGEのサステナビ

り組みという大きなテーマに、アジア・オ

を供給しています。そういう意味では、

リティ担当と、健康・安全・環境・品質

セアニア地域の代表として参加できるこ

安全･安心･安定的なガス供給を通じ

分野の担当を務めることになりました。

とを大変光栄に思っています。

て、環境のみならず、社会課題の解決

実現に向けた貢献」という目標を示し

ユリアテ

石原

はじめまして。サーモスの山田

にも貢献していると言えるでしょう。ま

とができて大変うれしく思っています。

と申します。私は品質統括責任者と保

た、
「 THERMOS 」ブランドも環境貢献

私はMatheson Tri-Gas
（以

安統括責任者を担っています。サーモ

型製品を展開しています。当社グルー

下、MTG ）
で 15 年ほど仕事をしていま

スは今回の座談会参加者の中では非

プは非常に幅広くサステナビリティに

このような機会で皆さんとお会いするこ
ストラウド

山田
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Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.
Director Sustainability and HSEQ Europe

Nippon Sanso Holdings Singapore Pte. Ltd.
代表取締役社長

サーモス
（株）
取締役 品質統括部 ゼネラルマネジャー 兼 新潟事業所長

イナーキ・ユリアテ

Inaki Uriarte

石原 仁

山田 雅司

貢献していると思いますが、各事業会

ストラウド

社でどのような取り組みをしているか

の HyCO 事業を買収し、さまざまなリー

能 が 効 率 的に整 備されているので、

簡単に説明していただけますか。

ジョンと協力しながら、環境にやさしい

マーケットのニーズに迅速に対応でき

HyCOビジネスを展開しています。水

ますし、需要がある分だけ商品を提供

は、設備技術のアップグレードをはじめ、

素は化石燃料の代わりに使うことがで

することができています。

ビジネスプロセスや装置などの生産性

きるので、エネルギー分野で大きく貢

をいかに改善するかが鍵となります。そ

献できるビジネスです。それから、現在

取り組みをされていて、とても参考にな

して、エネルギー分野のサプライヤーと

のコロナ禍においてもとてもよい動き

りますね。アジア・オセアニアは、国土

連携することも非常に重要です。NGE

がありました。米国の大手配送会社と

や人口をはじめ大小さまざまな国があ

は、再生可能エネルギーを扱う取引先

協力して、コロナのワクチン輸送に必

り、各国の取り組みや産業構造、事業

に対して戦略的な投資を行っています。

要なドライアイスを提供したのです。こ

環境や生活環境も多種多様です。特

再生可能エネルギーのシェアを確保す

れは社会貢献という面でも非常に大き

にアジアは成長市場であり、産業発展

るために、エネルギー分野のサプライ

なプラスの影響がありました。このドラ

に向けた産業基盤や社会インフラ基盤

ヤーとの共同投資を通じて、電力購入

イアイスも環境問題と非常に密接に関

の整備をさらに進める上で、我々のよ

契約と組み合わせた「グリーン電力証

わっていて、MTGでは製造プロセス中

うな産業ガスメーカーの貢献余地は非

書」を取得する戦略を策定しました。こ

に排出されてしまうCO 2を回収し再利

常に高いです。まずは社会インフラとし

れらを通して、再生可能エネルギーを中

用するプラントを改修しており、そのプ

てのガスを安全・安定的に供給し続け

長期にわたって安定的に供給していき

ラントを通じて CO 2 が 年間およそ 1 万

ることと、当社が長年培ってきたガスの

ます。こうした取り組みを通じて、2019

400トンのドライアイスに変わっていま

生産、技術、経験、知識を基に、環境

年から2029 年の 10 年間で 35% の温

す。サステナビリティ視点でのもう一

貢献につながる商品を提供することで

室効果ガスの削減（ 2020 年 3 月期比）

つの特徴は、プラントの自動運転です。

アジア市場の社会基盤として貢献して

を行うというコミットメントを掲げてい

業務効率の改善だけでなく、CO 2の削

いくことが一番の目標です。また、東南

ます。

減にも大きく影響しています。生産に

アジアは海産物やフルーツなどが豊富

ユリアテ

温室効果ガスの削減について

MTGは2019年に、Linde AG
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米国と欧州は先進的で幅広い

OUR VALUE CREATION

座談会②
2050年カーボンニュートラル社 会の実 現に向けて

な地域であり、それらの食品冷凍や低

価値観を理解するということが経営戦

推進しています。次に、保温・保冷の魔

温保存事業、僻地医療向けの酸素供

略の一つとして位置付けられています。

法びんやランチジャーなどの製品です。

ビジネスを拡大しながら温室効果ガス

サーモスはガス会社と業態が

特にサーモスの代表商品として「シャト

対策を進めていかなければなりません。

組んでいきます。それから、多民族国

異なりますが、企業理念として「人と社

ルシェフ」がありますが、これはサーモ

これはアジアに限った話ではなくて、や

家が 多い ASEAN 地域では、ダイバー

会に快適で環境にもやさしいライフス

スだけが扱っている製品で、保温力で

はり我々グループとしてもビジネスを

シティの取り組みが必須です。アジア・

タイルを提案します」を掲げています。

調理できるので省エネルギーに貢献で

拡大しながら環境負荷を低減していく

オセアニア地域はほかのリージョンに

その一つがマイボトルの推進によるプ

きる商品です。それから、流通から返

というのは非常に大きな課題です。し

比べて、女性従業員や女性管理職の

ラスチック容器の削減です。魔法びん

品された商品をリサイクルに回したり、

かし、環境対策やサステナビリティへの

比率が非常に高く、また、若い世代が

を1 人 1 本ご利用いただくことで、使い

社員に安く販売してその売上金を植樹

貢献は、ビジネス機会でもあるわけな

多いのも特徴です。ですので、多様な

捨てのペットボトルや紙コップの削減を

活動の寄付に充てたりしています。

ので、どんな分野にビジネス機会があ

給など、社会貢献商材の提供にも取り

山田

三木

確かにアジア市場においては、

るのか見極めて、サステナビリティに積
私もまったく同感です。サス

を進めています。これらの取り組みに

価値の向上をめざしていきたいですね。

テナビリティはビジネス戦略の基礎で

おいては、
「ブルー水素」や「グリーン

ビジネス機会という点で見ると、サーモ

あり、私たちのステークホルダーはサ

水素」といったサステナブルな水素を

ス事業は産業ガスビジネスと少し異な

ステナビリティをESGイニシアチブの

使用していきたいと思っています。今

るわけですが、むしろサステナビリティ

重要な焦点であると考えています。欧

後もサステナビリティの視点から各リー

の貢献という点では非常に機会が多い

州では引き続き、再生可能エネルギー

ジョンとの連携を深めていきたいです

のではないでしょうか。

への貢献、廃棄物の削減などにフォー

し、本日お話しした各地の取り組みは、

カスしていく必要があります。それか

ほかの地域でも応用できるようなもの

生産段階、品質管理、販売などのあら

ら、今後は外部の格付機関などを活用

もたくさんあったと思います。今日は

ゆる面で、サステナビリティという視点

し、ステークホルダーの皆さまが私た

本当によいスタートになったので、お互

を取り入れることは非常に重要です。

ちのことをどう評価してくださっている

いに学び合って、そして実行していきま

企画段階であれば、商品の梱包資材

のかを深く理解し、経営戦略の立案に

しょう。

などを含めてどこまで削減できるか。

生 かしていきたいと思 います。ガバ

三木

開発段階では金属やプラスチックなど

ナンスとコンプライアンスのマネジメン

に日本酸素 HD グループとして、次期

の原材料をどこまで削減できるか。生

ト、事業の環境インパクト、地域社会と

中期経営計画を策定中です。本日の

産段階においても、なるべく材料ロス

の関わり、そして私たちの従業員は、ま

対 話を生かし、次 期 中 計の中で定 量

の少ない生産方法や生産設備の開発

さにサステナビリティそのもので、企業

化できるものは定量化し、KPIを定め

を検討する予定です。品質管理では、

価値の向上にもつながります。今回の

て、私たちのサステナビリティの取り組

今もずっと継続して行っていますが、不

対話を通じて各国でさまざまな取り組

みを見える化していきたいと思います。

良製品を減らしクレーム率を減少させ

みが行われているという知識が共有で

ることによって、製品の廃棄を削減して

きた の で、より一 層 日 本 酸 素 HD グ

います。こうしたサステナビリティの視

ループのサステナビリティへの貢献が

点を取り入れた製品やサービスは、お

強化されると考えます。

客さまにとっても「サーモスの製品を通

ストラウド

じて環境負荷低減に貢献できる」とい

年からタスクフォースを設立しており、

う付加価値につながると考えます。こ

欧州のメンバーやアジアのチームなど

れは今後のビジネス機会において非常

とも連携しながら開発分野の特定を検

に重要な考え方だと思います。

討するなど、ともにHyCO 事業の強化

極的に取り組み、貢献しながら、企業

サステナビリティの視点は経営戦略の要となる
これまで各社の取り組みにつ

るCCUS への取り組みを強化するとい

産能力拡充も進めることから、温室効

いてお話しいただきましたが、これから

うのも鍵となります。3つ目は、グロー

果ガス排出量の絶対量が増加する傾

の課題についても皆さんの意見を聞か

バルHyCO 部門というような形で新し

向にあります。ですので、生産工場にお

せてください。カーボンニュートラルに

いビジネスを伸ばしていく余地がある

けるプラント効率化運転や輸送・サプ

ついては、大きく3つのポイントがある

という点です。カーボンニュートラルの

ライチェーンの効率化を含めたCO 2 削

と思います。一つは事業活動で発生す

実現に向けて、我々が貢献できる分野

減とともに、環境貢献商材の販売を通

る温室効果ガスをどのように下げてい

はまだまだたくさんあるはずです。

じたお客さまの CO 2 削減、この両方に

三木

アジア・オセアニアは、会社規

貢献していきます。それから、ストラウ

グリーン化も必要でしょう。それからデ

模も収益規模も欧米各社に比べるとま

ドさんがお話しされていたHyCOビジネ

ジタルトランスフォーメーション
（ DX ）
を

だまだ小さく、発展段階の状況です。

スについて、アジア・オセアニア地域に

活用し生産物流を効率化していくこと

その 反 面、成 長 余 力もあるので、グ

おける新たな機会を積極的に探索して

も重要です。2 つ目は、我々の顧客の

ループの中でも市場成長が最も期待さ

いきたいと思います。さらに、アジア・

生産活動において発生する温室効果

れている地域だと思っています。そう

オセアニアのような成長市場の基盤と

ガスをどのように削減していくかです。

いった意味では、今後も事業拡大戦略

なるのは、やはり人財の力です。コンプ

環境貢献商材の提供や、CO 2を回収す

を取っているアジア・オセアニアは、生

ライアンス・セーフティへの取り組み強

くかです。消費電力の削減や、電力の

石原

化を含めて事業リスクを極小化すると
同時に、各社のトップマネジメントの関
与も必須ですので、アジア・オセアニア
地域全体でガバナンスの強化とダイ
バーシティの推進に取り組む体制をしっ
かりと構築していきたいと思います。課
題はたくさんありますが、まずは足元で
できることをしっかり行って、経済価値
と社会価値を上げることで持続的な成
長を実現していくとともに、その基盤構

山田

そうですね。企画・開発段階、

ユリアテ

米国のHyCO 事業は、2020

築に取り組んでいきたいと思います。
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特集：環境・社会課題への対応

戦略
組織に関連する気候変動のリスクと機会を特定し、組織の戦略的／財務的計画に統合し、中期経営計画を策定していきます。
取り組み内容

気候変動、食糧問題、エネルギーや資源の有効活用など、私たちは乗り越えなければならないさまざまな
環境・社会課題に直面しています。日本酸素 HD は、これまでに培った高度な技術によるソリューションの提供を
通じて、これらの課題を解決し、持続可能な社会の実現をめざします。

（→ P.60 ）
を通じ、重大なリスクと機会を特定しています。
• マテリアリティ・アセスメント
（ → P.120 ）
が組織の事業、戦略、財務計画に及ぼす影響を特定し、その対策と促進に取り組んでいます。
• リスクと機会（短期･中期･長期）

組織が特定したリスクと機会（短期･中期･長期）
（リスクと機会の詳細はP.120をご参照ください）
※「 CDP 回答書」からの抜粋。CDP（ Carbon Disclosure Project ）
は、気候変動など環境分野に取り組む国際 NGOです。
リスク

培ったガステクノロジーで環境や社会の課題解決をめざします
日本酸素 HDグループでは、開発・生産、供給、販売、製品利

なガスソリューションを、安全に、決して絶やすことなく安定

用 時に至るまで、事 業 活 動のすべてのプロセス
（バリュー

的に供給することが、私たちの使命だと考えています。
「安

チェーン）
において、環境・社会課題を意識して取り組んでい

全」にあらゆる産業の発展に貢献し続けることこそが、持続

ます。開発・生産工程においては、省エネルギー型空気分離

可能な社会の実現につながりますし、当社グループの企業

装置の開発・設計、空気分離装置の構成機器の高効率機へ

価値向上にも寄与すると思います。ガスソリューションを提

の更新、需要動向に応じたプラントの最適操業などを通じて、

供する当社グループの事業では、サステナビリティ
（持続可

エネルギー原単位を削減しています。また、供給工程では、

能性）
の考え方との親和性があります。
また、高度なガステクノロジーから派生した技術は、医療

います。このほか、再生可能エネルギーの利用拡大など、事

分野、食品分野などにも生かされ、健康維持や疾病治療へ

業活動における環境負荷低減の取り組みを推し進め、GHG

の貢献、食糧資源の保全に貢献しています。

• デジタルソリューション技術を用いた空気分離装置の運転効率改善によ

短期

• GHG の多量排出企業として評判が低下

中期

• カーボンプライシング制度導入による税負担の増加

• CO2フリー工業ガスの他社に先んじての市場導入による先行者利益の獲得

• 異常気象に伴う豪雨・落雷・雹災などによる空気分離設備の故障

• 高炉におけるコークス還元から水素還元技術への移行に伴う

長期

るGHG 削減量貢献の取り組み促進

• 地球平均気温の上昇に伴う空気圧縮機の動力増加

水素需要獲得

気候関連のリスクと機会が組織の事業、戦略、財務計画に及ぼす影響
リスク対策

事業

液化ガスを輸送するタンクローリーの物流効率化を推進して

機会

機会促進

• 低炭素な工業ガス事業への移行

• 顧客におけるGHG 排出量を削減する製商品の開発

• 異常気象に対応した工業ガス事業

• デジタルソリューション技術による空気分離装置の省エネルギー実現

• 老朽化の進んだ空気分離装置を順次リプレースすることによる
戦略

GHG 削減の実施

• 工業炉におけるNH 3燃焼技術の開発など、低炭素製品の市場導入

• 再生可能エネルギーの活用推進、低排出係数の電力調達への移行

• デジタルソリューション技術の活用によるGHG 排出量削減の実施

• デジタルソリューション技術の活用によるGHG 排出量削減の実施

（温室効果ガス）
の排出削減や、地球温暖化防止に貢献して
います。当社にとって重要な価値観は「安全」です。革新的

気候関連財務情報開示タスクフォース（ TCFD ）提言に基づく報告

した。当社グループは、これまで環境負荷低減や省エネル

気候変動課題に関するガバナンス体制を構築し、グループ

ギー活動の推進、GHG 排出量削減に貢献する製品の拡大

全体で気候変動に対する取り組みを行っています。
気候変動課題に関する「ガバナンス体制図」
取締役会

に拡充し、グループ全体で企業価値向上に努めていきます。

監督

※ TCFDは2017年6月に最終報告書を公表し、企業などに対し、気候変動関連リスク及び機
会に関するガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の項目について開示することを推
奨しています。

• 空気分離装置の包括保険加入による異常気象対策

• 環境貢献商材への開発予算措置の実施

グループ全体でリスク管理体制を構築。気候関連リスクを特定・評価し、マネジメントしています。

ガバナンス

の取り組みの充実化とともに、関連する情報開示を段階的

• 定期的なリプレース案件に対応した財務計画の立案

計画

リスクマネジメント

日本酸素 HDは、2019 年 11 月にTCFD ※への賛同を表明しま

に取り組んできましたが、TCFD の最終提言を踏まえ、これら

財務

報告

気候関連リスクの特定、評価、マネジメントプロセス
会議体

リスクの特定、評価、マネジメント

• グローバルリスクマネジメント会議

• 長期リスクの早期発見とその顕在化の防止、また顕在化したときに迅速な対応ができるよう、日本酸素 HD

• グローバル戦略検討会議

グループ各社でリスク管理体制を構築

• 技術リスク連絡会議

• リスクの重要度は、発生頻度×財務または戦略面への影響度により決定
• 年 1 回開催のグローバル戦略検討会議（議長：CEO ）により、事業に関する財務または戦略面での影響を決定
• グローバル戦略検討会議で決定された事項は、日本酸素 HDと各事業会社間で開催する技術リスク連絡会議で

代表取締役社長 CEO

具体的な対応策が決定され、グローバルに展開

経営会議

ガバナンスに関しての開示の詳細は、

グローバル戦略検討会議

MORE INFORMATION ON SUSTAINABILITY（→ P.145 ）をご参照

グローバルリスクマネジメント会議

ください。
経営企画室
技術・環境統括室

グローバルコンプライアンスコミッティ

CSO
各事業会社ボードミーティング

持株会社各部門・傘下事業会社

測定基準（指標）とターゲット
中期経営計画において、リスクと機会を評価しマネジメントするために使用される指標とターゲットを設定し、進捗を評価して
いきます。
取り組み内容

開示内容

• Scope1 、Scope2 、Scope3 の GHG 排出量を開示しています（→ P.178 ）。

（→ P.178 ）
• サステナビリティデータ

• 第三者保証報告書（→ P.190 ）
※ コーポレートガバナンス体制はP.112をご参照ください。
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特集：環境・社会課題への対応

日本酸素 HDグループのマテリアルバランス

カーボンニュートラル社会の実現に向けた事業施策

当社グループの主力製品である酸素・窒素・アルゴンは、空気を原料に製造され、使用後はほとんどが再び大気に戻ります。

カーボンニュートラル社会の実現には、現在の技術の延長にあるもの、あるいはまったく新しい技術、あるいはそれらの組み合

また、原料も生成物もガスのため、廃棄物が少ない上、原料が空気ということは、他の原材料の調達は必要ありません。空気

わせにより達成がかなうものがあると考えています。

分離し販売するという産業ガスの事業モデルは、いわば、原材料も廃棄物もない、まさにサステナブルな資源循環型ビジネス
だと言えるのではないでしょうか。

連携し、カーボンニュートラル社会の実現をめざします。
※ 1 経済産業省「温室効果ガス削減貢献定量化ガイドラ

温室効果ガス削減貢献量

イン」に従い算出した製商品及びサービスによるGHG

5,066 千 t-CO 2e

温室効果ガス総排出量

5,651 千 t-CO 2e

排出削減貢献量

製商品及びサービス※1
2,892 千 ton-CO 2e

9,582GWh

熱

738TJ

※ 2 工業ガスの利用によるGHG 排出削減貢献量

本国内連結子会社のほか、一部の関連会社の削減貢

工業ガス※2※3

献量も計上しています。

2,174 千 ton-CO 2e

※ 4 集計範囲の詳細、算定方法はP.189 の「温室効果ガス

燃料

9,520TJ

水

4,335 万 m 3

ガス充填工場

容器（シリンダー）
による供給

2050 年カーボンニュートラル実現に向けた貢献

式会社による保証を受けています。

OUT

ガス生産工場

CO 2

5,613 千 t-CO 2e

水

2,950 万 m 3

供給

自社の事業活動で発生する温室効果ガス排出量
スの生産設備で消費する電力が占めており、バルク・パッ

CO 2 32 千 t-CO 2e

OUT

日本酸素 HDグループの主要論点（当社グループが積極的に関わる領域）

• 当社グループの温室効果ガス排出量は、その多くは産業ガ

パイプライン
による供給

タンクローリー
による供給

IN

軽油・ガソリン 12 千 kL

世界的なカーボンニュートラル社会に向けた潮流を受けて

マークを付した指標は、KPMG あずさサステナビリティ株

開発・生産

IN

期待されている企業価値

※ 3 工業ガスによるGHG 削減貢献量の削減結果には、日

削減貢献量内訳 ※4

削減貢献量の算定方法」をご参照ください。

電力

また、この新たな社会を実現するためには当社グループだけでなく、同じ相乗効果が期待される企業や大学などと積極的に

ケージ供給の車両輸送による排出も含まれています。

消費電力構成の

生産・物流の

グリーン化 ※1

効率化

燃焼効率の

CCUS ※2の

さらなる追求

取り組み推進

• 消費電力の削減や輸送効率化に向けDXを活用します。
キセノン

Xe

クリプトン

炭酸ガス

CO 2

Kr

水素

H2

酸素

O2

ヘリウム

He

窒素

アルゴン

N2

LPガス

酸素

Ar

電子材料
ガス

O2

酸素

窒素

O2

窒素

N2

アルゴン

Ar

水素

H2

一酸化炭素

CO

顧客の生産活動で発生する温室効果ガス排出量

アルゴン

N2

Ar

• 客先の温室効果ガス排出量は、当社のガス利用技術や産

ガス生産工場で製造した液化ガスをタンクローリーで充填
工場へ運び、気化したものをシリンダーへ充填します。

業ガスの効果的な利用により、抑制・削減に寄与していけ
ることが期待できます。

販売

• 当社のガス利用技術で顧客の課題解決や生産性向上に向

電力 10GWh
燃料 15TJ

CO 2 6 千 t-CO 2e

OUT

IN

軽油・ガソリン 0.2千kL

事務所

サービスカー

次世代エネルギーの産業改革

製品利用時
お客さま

•
•
•
•

鉄鋼・非鉄金属
エレクトロニクス
石油・化学
自動車・機械

•
•
•
•

医療
食品
その他

スまで、幅広い産業に利用されています。

68

石炭、石油、天然ガスなどの既存エネルギー利用による温室
効果ガス排出量を減らすために、次世代エネルギーの普及に

ガラス・製紙

医療・食品から石油・化学、エレクトロニク

NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION

けたDX の活用が期待できます。

※ IN ／ OUTデータの集計範囲

向けた産業の改革が求められています。

グローバル HyCO
部門による新規事業
機会の探索・獲得

開発・生産：主要な連結子会社

カーボン
ニュートラルに
寄与する技術の
棚卸し

供給：主要な連結子会社（米国を除く）
のトラックなどの燃料
（運送委託先は含みません）

販売：国内の連結子会社

（主要な連結子会社はサステナビリティデータ
（→ P.183 ）
をご参
照ください）

INTEGRATED REPORT 2021

※ 1 消費電力構成のグリーン化：再生可能エネルギーにより発電された電気の環境付加価値を、契約の見直しや証書発行事業者が第三者認証機関の認証などを得て取引する仕組みを活
用する手法
※ 2 CCUS (Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)：二酸化炭素回収・有効利用・貯留
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カーボンニュートラル社会の実現に向けた事業機会

米国の HyCO 事業が欧州 Nippon Gases Euro-Holdingと連携強化

●グローバル各極での事業期待性

カーボンニュートラル社会の実現に向けて、各企業の取り組みに注目が集まる中、次世代エネルギーの一つとして、消費時に

脱炭素社会の実現に向けた取り組みは、産業構造や各国の政府や政治経済同盟などの経済政策に

CO 2を排出せず、かつ、高炉での製鉄プロセスなどの CO 2の排出量が多い産業でも利用が期待されている「水素」に対する関

紐付いているため、グローバル各極で事業期待性の見方が異なります。

心が高まっています。当社グループでは、2021 年 3 月期を最終年度とする中期経営計画 Ortus Stage 2において、重点戦略
「イノベーション」の考え方に基づき、M&Aを活用したガステクノロジー領域の拡大をめざし、2019 年に独 Linde AG からHyCO

欧州

事業を買収しました。その結果、一定の規模で大量に水素と一酸化炭素を製造し、オンサイトで供給する事業を当社グループ
米国

に取り込むことができ、製品ラインナップの拡大につながりました。

日本

欧州事業会社

HyCO 事業のビジネスモデル
天然ガスなどから水蒸気改質装置（ SMR ）
で分離される水素（ H 2）
・一酸化炭素（ CO ）
を主に硫黄分除去の工程で使用する

アジア・オセアニア

石油精製・石油化学産業向けにパイプラインで供給する
水蒸気改質装置（ SMR ）式

主に石油精製・石油化学産業

HyCOプラント

｢欧州グリーン・ディール｣｢欧州新産業戦略｣｢新循環型経済行動計画｣ に沿って、欧州域内での脱炭素に向けた取り
※

H 2・CO

天然ガスなど

パイプラインで供給（長期供給契約を締結）

組み、勢いが加速しています。当社グループではこの潮流を新たな好機ととらえ、この分野の各極の特性や強みを相互
に共有し、事業の可能性を追求すべくプロジェクトを設置しています。
例えば、製鉄時の添加剤や燃料・エネルギーなど、水素のさらなる利活用の可能性や客先での脱炭素課題を解決する

オンサイトガス
ユーザー（使用量：大）

日本国内では、ユーザーの石油精製・石油化学産業で H 2・COを自家生産・自家消費しているため、事業の構造上、産業ガスメーカーは
当該事業には参入していない。

提案が求められるなど、社会からの要請に応えるべく、グループ内にある技術・知見・経験を結集して、対応しています。
※ 参考：European Commission「 A European Green Deal 」
：

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

●グローバル HyCO

https://www.jetro.go.jp/world/reports/2020/01/a4731e6fb00a9859.html

2020 年 10 月に持株会社体制に移行した後、グループ総合力の強化に向けて、カーボンニュートラル社会に貢献できる可能性

出所：JETRO ｢欧州グリーン・ディールの概要と循環型プラスチック戦略にかかわるEUおよび加盟国のルール形成と企業の取り組み動向（ 2020 年 3 月）｣

●カーボンニュートラル社会に寄与できると期待する日本酸素 HDグループの解決策
貢献する自社技術（ガスアプリケーション&ガスエンジニアリング）
日本

再生エネルギー洋上水素製造・供給インフラ整備への共同プロジェクト

の高い「水素」に着目し、HyCO 事業を運営しているMatheson Tri-Gasのグローバル HyCOチームが中心となって、事業機会の
探索を進めています。水素社会へのシフトに対する意欲が強まっている欧州では、Nippon Gases Euro-Holdingグループのエン
ジニアリング部門が米国 HyCOチームと連携し、HyCO の事業運営で培った「経済的に水素を大量に製造する方法」と「 CCUS
（Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage：CO 2の回収・有効利用・貯蔵）」を組み合わせた、環境負荷を配慮した新
たな仕組みの構築に向けて、事業性評価や、他社との連携を含めた技術研究などの新たな可能性を模索しています。
米国

日本

アンモニア (NH 3) 混焼バーナー

米国

HyCO 事業（水素製造・供給）
日本

工業炉におけるCO2排出量削減に貢献するアンモニア燃焼利用技術

マーケティング

グローバル HyCO

販売促進

エンジニアリング

アジア・
オセアニア
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欧州

OUR VALUE CREATION

人財戦略

企業の持続的成長に「人財」の確保、育成は欠かせません。産業ガスの安定供給という社会的使命や快適なラ
イフスタイルの提案を支えているのは、世界で活躍する約 2 万人の社員一人ひとりです。
「人と社会と地球の心
地よい未来の実現」というグループビジョンのコンセプトは、各地域産業ガス事業会社もサーモスも同じです。

人事部長メッセージ

同じ志を持った人財の育成をグローバルで推進していくことで、当社グループの発展をともにめざしていきます。
常務執行役員 人事・秘書室長 兼

日本酸素HD

人事部長 兼 CHO

理念・ビジョン

（兼 大陽日酸（株）取締役 常務執行役員

「The Gas Professionals」

コーポレートユニット長 兼 人事部長）

亘 聡

理念・ビジョンの共有・共感を通じたエンゲージメントの向上

大陽日酸（株）
グループ

Matheson Tri-Gas, Inc.
グループ

Nippon Gases EuroHolding S.L.U.グループ

アジア・オセアニア
グループ

サーモス（株）
グループ

人財交流・ベストプラクティスの展開
基本的な価値観「体・徳・知」

体

元気さ

徳

知

誠実さ・信頼

好奇心

基本的な考え方

このことは、事業形態の異なるサーモスにも当てはまる

持株会社発足から半年以上が経過し、2021 年 6 月からは

と考えています。同社の消費者に対するきめ細かい対応

新しい経営体制がスタートしました。この間は、新型コロ

や環境にやさしいライフスタイルの提案は、SDGs の観点

ナウイルス感染症に翻弄された1 年でしたが、改めて当社

からも当社グループに新鮮な価値観をもたらしてくれてい

グループの産業ガスビジネスが、いかに社会に貢献してい

ると考えています。当社グループの中で、業務上のベスト

るかを思い起こさせてくれました。

プラクティス共有だけではなく、リアルな人財交流も進め
ていきたいと考えています。

人の命を支える酸素、火災を防ぐ窒素、食品の賞味期

健康と安全衛生：社員自ら健康管理を心が

顧客からの信頼を得る：安定供給、

け、活き活きと働ける職場環境を整える

品質保証、誠意ある対応

自己を知る：自己実現をめざし、

限を延ばす封入ガスなど、世界中のグループ社員がそれ

前向きな姿勢：何にでも前向きに取り組み、

人間形成をする：互いに信頼・尊敬できる

プロとして必要な知識・技術を身に付け

最後までやり遂げる姿勢を持つ

魅力ある人間となる

主体的に行動する

ぞれの部門でエッセンシャルワーカーとして役割を全うし、

働き方について

組織力の発揮：コミュニケーションを活用し、

社会的責任を果たす：安全・保安・環境・

社会を知る：絶えず外に目を向け、時代の

安定した製品の供給を継続しました。新型コロナウイルス

多様性の確保、女性活躍の観点からも働きやすい職場制

限られた人財の中でチームワークを最大限に

社会規範遵守への取り組み

変化をとらえるとともに未来を見据える

感染症に限らず、気候変動などにより世界各地で災害が

度の充実も重要な課題です。当社グループでは、欧州、

増加しています。このような中で、当社グループとして大

東南アジア、サーモスにおいて女性従業員、女性管理職の

切な社会的責任を果たしていくためには、
「誠実」である人

割合が高く、日本、米国は低い状況です。性別に関係な

日本酸素 HD グループのグループミッションタグラインとして、
「 The Gas Professionals 」を掲げています。社会や地球に貢献

財の存在が非常に重要です。この「誠実」さを土台として、

く、本人のポテンシャルを最大限に発揮できる環境を整備

したいという使命感を持つ「 The Gas Professionals 」を育成する際に、大切にしている資質が「体・徳・知」です。これは当社

人と社会と地球の心地よい未来の実現に向けて、当社グ

するとともに、一緒に働くチームメンバーが相互理解を高

の前身、旧・大陽日酸の時代から脈々と受け継がれてきた価値観です。
「体・徳・知」は、グローバルで活躍するサーモスも含

ループの中で、地域による異なる価値観や慣習、文化に加

める教育を進めていく必要があると思っています。

め全グループ会社にも共通する価値観であるため、事業会社ごとに「体・徳・知」のエッセンスを踏まえて、各社独自の価値観

え、性別や人種などの多様性を受け入れられる人財の確

を加味するなど理解しやすい形に変えていき、その概念の浸透を図っていきます。

保と育成、交流が不可欠と考えています。

顧客を知る：顧客の期待や関心を受け止める

発揮する

別の観点から、コロナ禍においてリモートワーク時の課
題も浮き彫りとなってきました。家庭では仕事に集中でき
ない、逆に仕事に集中するあまり働き過ぎてしまう、直接

グローバル人財育成戦略
日本酸素 HDは2020 年 10 月1 日の体制変更を経て、その活

財と考えます。また、企業の長期的な価値の向上に軸足を置

動の主軸をよりグローバルに変化させました。足元では、当

き、顧客や社会との長く深い関係性をどの国や地域におい

社グループ社員
（連結）
の外国籍比率も7 割近くになり、多国

ても築ける社員です。こうしたグローバル人財の育成をめざ

籍化が進んでいます。そのため、当社グループの未来を担

し、グループの理念、ミッションを共有、共感できるよう、各

うグローバルな人財を育成することが経営における優先課

事業会社の特徴も加味した上で、理念、ミッションの浸透を

題であると考えます。当社グループが求めるグローバル人

図り、エンゲージメントの向上に努めます。

財とは、各国を渡り歩き経験を積むことも大切ですが、多様

外国人比率、海外グループ会社数などのデータはP.10をご参照

な文化、慣習を理解し仲間を尊重できるマインドを持った人

ください。
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人財交流について

会って会話することができないことによるメンタル的な不

イノベーションを生み、仕事の生産性を向上させるために

安感、技術ノウハウの伝承の難しさなど、地域、年代によ

は、人財交流は非常に有効な手段と認識しています。当

りさまざまです。解決法は単純ではありませんが、各事業

社グループはすでに、各事業会社の優れた点を共有して

会社におけるベストプラクティスを共有して仕事の進め方

グループ総合力強化の取り組みを推進しており、生産性

を見直し、各社・各地域で各々の事情に合った施策を取り

向上に大きな成果を出し始めています。日本酸素 HD 内で

入れることが肝要と考えています。

も、CFOにD raper が就任し、仕事の進め方や価値観に大

当社グループは、全世界に素晴らしい人財を抱えてい

きな変革が起きています。また、新しく社長に就任した濱

ます。当社グループ従業員全員が、当社のビジョン・ミッ

田も、2 回の米国勤務や子会社の社長としての経験、見地

ションに深く共鳴し、お互いを尊重し、それぞれの事業に

から多様性の重要さを理解しており、積極的な人財交流

誇りを持って働いていることを信じています。

を進めるべきと考えています。
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4 極＋サーモスの人財育成

日本の人財育成
当社グループの日本事業会社である大陽日酸は、若手社員に対する入社 5 年内基礎教育をはじめとして、社員の成長のため、
下記に示すとおりさまざまな教育・研修プログラムを用意しています。
「体・徳・知」をベースに「 The Gas Professionals 」とし
て、お客さま、社会が必要とする製品・サービスを安全・安心に提供することを、自らが考え発信できる社員の育成をめざして
います。また、引き続きグローバルな視点を持った人財の育成を継続するとともに、日本国内グループ会社間で人財の共有化
を推進し、多様性を持った社員が適所適財で「活き活き」と活躍できるような体制・仕組みづくりへ注力しています。

グローバル人財の育成に向けて

大陽日酸の特徴的な教育制度として、若手社員向けに3カ月

るプロフェッショナル人財の育成への取り組みに注力してき

間の新入社員研修から始まり、入社 5 年目まで、毎年 1 回同

ました。現在、東南アジア、中国、北米を中心に、年齢、階

期入社社員を一堂に集めた研修を実施しています。事務系

層、職種に関係なく幅広い層の社員が駐在・出張しています。

や技術系などの職系に関わらず企業人として必要なスキル

持株会社体制下、同社は、日本事業会社となりましたが、サ

を学ぶことで、互いに切磋琢磨しながら成長する場が生まれ、

プライチェーン拡大やESGに代表されるように、社員一人ひ

よりよいチームワークを構築するための協調性を養うことが

とりが日本国内だけでなく、グローバルな視点で考え行動す

できます。

ることがますます重要になってきます。同社では、その意識

大陽日酸は、国内外を問わずグローバルな視点で活躍でき

また、社員の働き方や健康に配慮することは、個人の能力

を醸成する取り組みとして、

を高め、生産性の向上及び企業価値の向上につながる経営

「グローバル人 財 選 抜 育 成

戦略の一環であると考えています。そこで、すべての社員が

研修」
「 海外トレーニー研修」

活き活きと働ける会社をめざして、心と体の健康を実現する

といった研 修を実 施してお

「健康経営」と、すべての多

大陽日酸 教育体系図
階層別

選抜型

選択型

ファイナンス研修

3 年目

ロジカルシンキング研修

2 年目

フォロワー研修

新入社員

新入社員研修

T
N

入社 1 年目の新入社員研修

各ユニット別 専 門 教 育

4 年目

グローバル人財選抜育成研修

革」を両輪で進めています。

テクニカルセミナー

戦略・マーケティング研修

メンター養 成 研 修

5 年目

海 外トレーニー研 修

新任主事リーダー研修

グローバル
人財選抜
育成研修

新任管理職研修

でいきます。

環 境を実 現する「 働き方 改

技術教育課主催

ライン長研修

ライフプランセミナー

管理職

り、今後も継続して取り組ん

様な社員が働きやすい職場

テーマ型

通 信 教 育︵ 会 社 推 奨 講 座・費 用 会 社 半 額 補 助 ︶

外 部セミナー受 講︵ 会 社 推 奨 研 修・費 用 会 社 全 額 補 助 ︶

新任執行役員研修

主事

若手社員向け研修や健康経営などによる
働く環境の整備

働きやすい環境を整備するための各種制度利用者などのデータはP.172を
ご参照ください。

社員コメント
私はそれまで存在を知らなかった産業ガスが日常のあらゆるところに利用されていることを
知り、当社に興味を持ちました。そして、社員の方々との会話を通してその社風に共感し、安
心して働いていけると思い入社しました。現在私は産休・育休を経て時短勤務をしており、仕
事と家庭の両立の難しさを実感しています。今よりもさらに、全国どこの拠点でも男女問わ
ず、家事や育児、趣味などにも注力できるような会社にすることが私の目標です。そのため
にも、今後も人事部で働きながら、ワークライフバランスを大切にした制度づくりに関わってい
きたいと考えています。人事部の仕事においては社員から信頼され、相談しやすい関係を築け
「The Gas Professionals」をめざして、引
る人が「The Gas Professionals」であると考えます。
き続き業務に邁進する所存です。

大陽日酸（株）
コーポレートユニット 人事部 人事課

高井 千紘
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4 極＋サーモスの人財育成

アジア・オセアニアの
人財育成

次世代リーダーの育成を強化

社員のエンゲージメント戦略

アジア地域の人財育成における最大の課題は、文化的及び

アジア地域ではこれまで、各社があらゆる国に点在しており、

経済的な多様性にあります。多様な文化が存在するアジア

一つの地域として団結することが困難でした。そこでNSHSは、

市場でビジネスを成功させるためには、適切な戦略を策定・

DXの意識向上を図ることも副次的な目的として、オンライン

実行していく力を絶え間なく追求していくことが必要です。

上において地域すべての社員を統合したエンゲージメント向上

つまり、優れた才能を伸ばし、リーダーとしての資質を秘めた

プログラム「Unity in Diversityキャンペーン」を展開しました。

人財をいかに確保していくかが課題になります。
アジア・オセアニア地 域 のうち東 南アジアを中 心とした

そこでNSHSは、2022 年 3 月期から次世代リーダー育成プ

の各賞を受賞。地域のアワードを受賞したことは、アジア地域

ログラムの展開を開始しました。ビジネス戦略、エンジニア

での人事プログラム及びイニシアチブの設計、開発への評価

リング、安全、コンプライアンス、人事関連のグローバルトレン

であると同時に、NSHSがアジア地域の各社の社員に信頼性

ドを認識してもらうことが目的です。NSHSは、今後の事業成

の高い人財育成サービスを提供していることを示しています。

責任を負う

長を担うリーダーの育成をめざし、継続的かつ迅速に、アジ

今後はエンゲージメント意識調査を実施してその結果を分

：
Creativity（創造性）

ア地域の次世代経営者の育成と支援を強化・推進していき

析した上で、これまで培った

ます。

ネットワークを活用して域内

ACTIVE

エリアでは、Nippon Sanso Holdings Singapore（ 以下、

：
Accountability（ 結果責任）

NSHS ）が旗振り役となり、人財育成の取り組みを各事業会

すべての状況において、自らの行動・結果に対して

社へと横展開しています。NSHSでは、経営陣及びアジア地
域の各事業会社の人事担当責任者と共同で、ビジョン・ミッ
ション・バリュー・モットーの 4 つを策定し、共通認識として常

継続的な改善のために、変化と革新を推進する

に共有しています。リーダーシップの発揮、人財育成の促進、

こうした取り組みは高く評価され、アジア・オセアニア地域

横断のタスクフォースを立ち

：
Teamwork（チームワーク）

エンゲージメント、地域のネットワーキングとコラボレーション
の強化という観点からも、人財育成方針を統合することで地
域内の連携強化を継続的に進めています。
この 4 つのうちのバリューでは、
「 ACTIVE 」というスロー

共有されたビジネス目標を達成するために、

上げることを計画しており、さ

チーム及びチーム間のコラボレーションを促進する

らなるエンゲージメント向上

：
Integrity（誠実さ）

につなげたいと考えています。

「 HR Excellence Awards 2020 」で
シルバーアワードを受賞

誰も見ていないときでも、正しいことを正しく行う

ガンを掲げていますが、これは日本の「体・徳・知」を参考に

：
Vibrancy（活気）

作成したものです。これらのビジョン・ミッション・バリュー・

社員コメント

積極的で、生命エネルギーに満ちている

モットーに支えられた前向きな組織文化が、社員の生産性を

私は元来、評判の高い多国籍企業において自身のキャリアの成長と発展を常にめざしていま

：
Excellence（卓越性）

向上させる重要な決定要因であると考えています。この共

した。そこで、世界有数の産業ガス・エンジニアリング企業であり、幅広い産業分野を支えて

私たちが行うすべてのことにおいて高水準の

通のバリューに根ざし続けることで、強力な基盤を構築でき、

いる日本酸素 HD グループの NSHSに入社しました。誠実にビジネスを行い、人々の幸福に焦

パフォーマンスを追求する

アジア地域での事業成長を促進していきます。引き続き組

点を当て、社会的価値の創造と持続可能な未来へ貢献するという当社グループの企業理念

織と同じバリューを共有する適切な人財を採用・育成し、ア

に私は完全に賛同しており、よりよい社会の実現のために自らの専門知識をそのチームの一

ジア地域全体で「 The Gas Professionals 」の豊富な人財

員として提供することにとても誇りを感じています。当社グループにおいて私は、
「 The Gas

プールを構築することをめざします。

Professionals 」のために最善を尽くすことができる、献身的な人事のプロフェッショナルとし
て成長することをめざしています。私にとって「 The Gas Professionals 」とは、多様で包含的
Nippon Sanso Holdings Singapore Pte. Ltd.
Human Resource & Admin
シェリル・ヨン

な職場環境を通じて、戦略的に優れた人財サービスとマネジメントを提供することを意味しま
す。その結果、当社グループは社会課題の解決とともに、すべての産業の発展と社会的価値
の創造に貢献し続けることが可能になると考えています。

Cheryl Yong
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4 極＋サーモスの人財育成

米国の人財育成

欧州の人財育成

では社員の行動基準として「TIDES」を掲げています。事業戦略を達成するために全体最適を意
Matheson Tri-Gas（以下、MTG）

では、
「安全性」
「コンプライアンス」
「ダイバーシティ＆インクルージョン」を行動指
Nippon Gases Euro-Holding（ 以下、NGE ）

識して協力する「Teamwork
（チームワーク）
」
、チームメートや顧客に対して実直かつフェアに約束を果たす「Integrity
（誠実さ）
」
、

針としています。これを実現するため、社員には高い誠実性と持続可能性、顧客重視の姿勢を求めています。加えて、デジタル

安全性・品質・倫理的規範を損ねることなく挑戦的な目標へ向かってあきらめずに進む「Drive
（ドライブ）
」
、社員にトレーニングと

トランスフォーメーション
（ DX ）、リーダーシップ、信頼と尊重を通してイノベーションを実現することが社員に求められていま

権限を提供する一方で説明責任を求める「Empowerment
（権限委譲）
」
、安全性・品質・倫理的規範を損なうことなく、競争優位

す。13カ国に展開する欧州グループ各社に籍を置くすべての社員が、安全性を最優先とし、コンプライアンスを遵守し、多様

を保つために切迫感を持ってタスクを完了する「Speed
（スピード）
」
。これらの行動基準に則した人財育成を進めています。

性を尊重することをめざしています。

多彩な後継者育成プログラムを実施

「 TIDES 」を実現するための施策
MTGでは、以下の3つの視点を軸に人財戦略を推進していま

相互に助け合える多様性のあるチームをつくるよう、管理層に

す。求職者に選ばれる雇用者となるという視点では、従業員の

対して動機付けを行う取り組みを実施しています。また、ウェル

子女のための奨学金プログラムを拡充するなど、社員の総合

ネス及びファイナンシャルプランニングセミナーなどの研修を

的な経験を向上させる取り組みを実施しています。人財力を高

提供しています。HRチームとしては、HRチーム自らがメンバー

く保持し続けるという視点では、潜在能力の高い人財のキャリ

構成を多様化して取り組みの模範となるとともに、欧州事業会

アパスを特定する後継者育成計画の策定やメンバーの挑戦を

社の例にならい人事情報管理のデジタル化を進めています。

NGEには、GOL（Growing Our Leadership：リーダーシップ

用やタレントマネジメント
（人財管理）
、サクセッションプラン、

育成）
、女性支援やSDGs 意識向上のためのプログラムなど

新たな人財の受け入れプロセスの支援などの機能も備えてい

多彩なメニューがあります。これらは、NGEが運営するデジ

ます。現在 NGEでは、社員の高齢化が課題となっており、退

タル HR ツール「People-Hub」で 一 元 管 理 され ています。

職に伴う熟練技術の断絶を防ぐため、ナレッジトランスファー

社員コメント

社員コメント

私は世界的に評判の高い会社の一員としてさまざまな魅力的なプロジェクトに関与し、その

私は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの直前にあたる2020 年 1 月にNGEに入社し

成功に貢献できる機会を求めてMTGに入社しました。そして、現在さまざまな市場で事業拡

ましたが、それ以来、私にとってこの会社で働くことは素晴らしい経験の連続でした。印象的

大に取り組む会社の一員として働くことで日々刺激を受けています。当社グループは、明確

だったのは、会社の文化と人財育成プロセスを構築することができるチームの一員になった

なグループビジョンを備えた革新的なリーダーとして、サービスを提供する業界と顧客にプラ

ことです。自分の仕事が会社全体にどのように影響するか実感できることは、魅力的です。

スの影響を与えつつ、従業員にもより大きなチャンスを生み出すと信じています。私は、自身

入社以来、多様な業務を経験したこととチームや同僚の絶え間ないサポートにより、私はプロ

の役割としてリスクを最小限に抑えながら会社の目標を達成するために、どのように法律を

フェッショナルとして大きく成長しました。入社初日から自分の意見を聞いてもらえ、信頼も

活用できるかを把握する責任があります。これらのスキルを伸ばし、当社グループのほかの

されていたので、常に最善を尽くしたいという意欲が保たれています。この驚くほど刺激的な

企業もサポートできるようになりたいと思います。
「 The Gas Professionals 」として、当社の
Matheson Tri-Gas, Inc.
Legal

（知識の伝承）
機能の開発を計画しています。

「People-Hub」では、
トレーニングプログラムのほかにも、採

製品とお客さまのニーズを完全に理解し、業務の違いに関係なく協力し、それらのニーズに
対応するソリューションを開発及び実現していきたいと思っています。

「 The Gas Professionals 」の一員として、次に何が起こるのかを楽しみにしています。
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.
Human Resources

ジェレミー・ホールデン

ローラ・シグエンサ

Jeremy Holden

Laura Sigüenza
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社員アンケート結果

4 極＋サーモスの人財育成

本統合報告書を作成するにあたり、社員アンケートを行い、

サーモスの人財育成

日本、米国、欧州、アジア・オセアニア各国の社員より、
多くの声を集めることができました。下記では、自由回答から
得られたコメントを抜粋して掲載しています。
日本酸素 HDグループのグループ理念、グループビジョンへの共感度を教えてください。

企業理念「人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案します」と、サーモスの使命や社員のあり方、お客さまへ
の姿勢などを定めたブランド憲章を策定。これらは全社員に配布するサーモス手帳にも記載され、すべての社員が共有する価
値観として浸透しています。2022 年 3 月期からは経営ビジョンとして「持続的に成長し、誰からも信頼される価値創造企業に
なる」を加えました。お客さまの健康な暮らしと地球環境に貢献する企業として、企業理念、ブランド憲章、経営ビジョンなどを
体現する人財育成を進めていきます。

次期中期経営計画で強化を図る人財育成

1

ビジョンは非常によく、気に入っています。そして、私の小さな力が、大きな世界をよりよくするために、少しでも貢献できることを願っています。
（中国／販売／管理職以上）
／ビジョンに安全と環境も含めるべきだと思います。
（スウェーデン／販売／管理職以上）
／理念とビジョンは素晴ら
しいですが、毎日同じものを生産している私の現場では、それらを思い出すのが難しい場合があります。
（米国／生産・供給／管理職以上）
／ビ
ジョンについて、それぞれがどうとらえているのか、どのような行動が求められるのかをディスカッションしてより理解を深め、行動に移せるよう
にしたほうがよいと思う。
（日本／販売／管理職以上）
／理念とビジョンはよいですが、それをどのように達成するか計画が必要です。
（米国／
技術開発／管理職以上）
／理念・ビジョンに即した事業戦略・人事評価制度に落とし込むことが肝要。その結果として従業員のエンゲージメント
が向上し、業績拡大に寄与するものと考えます。
（日本／販売／管理職以上）
／理念の中で「Innovative.」は達成するのが最も難しい。私の見解
では、強力で持続的な研究開発と、アプリケーション技術・ソリューションにおける知識の共有が必要です。
（シンガポール／生産・供給／管理職
以上）
／私たちがガスビジネスに情熱を注いでいることを明確にする言葉を使用してほしい。
（ドイツ／生産・供給／管理職以上）

次期中期経営計画では人財の育成と強化について、重要課

年功色を薄めた昇格・異動の推進、定年退職者のモチベー

題の一つとして掲げます。女性の活躍を推進する施策、障が

ション維持施策と活躍の推進、人事関連業務や人事情報のさ

い者雇用の推進、リモートワークや時差出勤制度、子育て支

らなるIT化を実行します。また、人事制度の改定ならびに新人

援の拡充などによる働き方改革の推進、教育研修の充実化、

事制度の立案・制定を検討していきます。

社員コメント

在籍している会社の強みは何だと思いますか。

2

たらしてくれると期待しています。今後は、より専門的なスキルを身に付け、新卒採用活動を
はじめとした幅広い業務に関わっていき、会社を支える人財になれるよう努めていきたいと
思います。

以上）
／セーフティファースト
（米国／生産・供給／管理職以上）
／優れた品質と厳格な管理を持ち、顧客を責任を持って受け入れ、欺くことが
ありません。
（中国／販売／管理職以上）／顧客満足度はどこの企業にも負けません。
（米国／営業／一般社員）／ミャンマーで最初の産業
ガスメーカー
（ミャンマー／間接部門／管理職以上）
／何だかんだいって、技術力がある。
（日本／間接部門／一般社員）
／私たちはNo.1では
ありませんが、世界のどの企業よりも優れたサービスを顧客に提供できると感じています。
（米国／生産・供給／一般社員）
／競合他社との差
（スペイン／その他／一般社員）
／私の同僚や上
別化要因の一つは、Nippon Gasesが 100％再生可能なエネルギーを提供できることです。
職以上）
／地域に愛される企業
（日本／販売／一般社員）

人々に安らぎを届けたいという想いがあり、入社を決意しました。また、先輩社員の皆さんが
スには、将来ますます画期的であっと驚くような商品を生み出し、多くのお客さまに感動をも

販売／一般社員）
／競合他社を分析し、適切な戦略を考え出すこと
（ベトナム／間接部門／一般社員）
／個性ある人員
（日本／販売／管理職

司は皆親切で、発生した問題について自由に話し合い、解決することができます。政治的ではありません。
（シンガポール／間接部門／管理

私は、幼少期から長年製品を愛用していたサーモスで日々の生活に密着した商品を広め、
とてもやさしく、風通しがよく温かい職場であると感じたことも入社理由の一つです。サーモ

財務の堅実性、プロセスの無駄を減らすことを重視していること
（イタリア／その他／一般社員）／社会インフラを支えつつ、新しいガス用途
も開発し、急激ではないが着実に成長していることが強みであると思います。
（日本／販売／一般社員）
／低い離職率と継続的な成長
（米国／

今の仕事に誇りを持っていますか。

3

サーモス
（株）

グループの一員として働き、献身することを非常に誇りに思っています。
（ベトナム／販売／一般社員）
／他社と差別化が難しい事業ですが、
誰にも負けない気持ちを持って高品質の製造を行っています。
（日本／生産・供給／一般社員）／私のリーダーは正直であり、親切であり、
有能です。誇りに思っています。
（中国／販売／管理職以上）
／私は日本文化に非常に親しみを持っているので、日本企業とその価値観の一
員であることを誇りに思います。
（ベルギー／生産・供給／管理職以上）／産業ガス事業は、世界的なニーズ、特に新型コロナウイルス感染
症のパンデミックにおける酸素供給のために非常に重要であり、誇りに思っています。
（シンガポール／エンジニアリング／一般社員）
／とて
もやりがいはあるが、世の中の変化に対してもっと積極的に発信
（対応）
をすべき。
（日本／間接部門／管理職以上）
／ Matheson Tri-Gasは
第二の家族でありホームであり、この会社で働くことを誇りに思います。
（米国／販売／管理職以上）
／私は約 20 年間働いていて、愛と信頼
を持っています。グローバル社会における当社の継続的な成長を心から願っています。
（タイ／販売／管理職以上）

業務部 人事総務室 人事総務課

近藤 祐紀

あなたにとっての「 The Gas Professionals」とは何ですか。一言お願いします。

4

あらゆるガスの生産・貯蔵・供給の専門家集団であり、未来を拓ける発想と技術を有していること
（日本／技術開発／管理職以上）／顧客の
期待を上回ること
（米国／生産・供給／管理職以上）
／一つの塊となって社会課題を解決していく上での一部を担う者
（中国／技術開発／管
理職以上）／ガスの達人
（日本／販売／一般社員）／競合他社よりも優れたサービスを提供する
（米国／生産・供給／管理職以上）／経験豊
（ドイツ／管理職以上）
／ガステクノロジーを通じてよ
富でやる気のある同僚が多くいる日本酸素 HDグループで働いていることを意味します。
りよい世界を創造するために努力している経験豊富でフレンドリーかつ勤勉な者
（米国／間接部門／管理職以上）
／イノベーションのパイオニ
（シンガポール／販売／管理職以上）／インフラとして、当たり前にそこにあるべき姿
（日本／生産・供給
アであり、R&Dのマーケットリーダー
／管理職以上）
／安全性と品質に妥協しない。
（マレーシア／間接部門／管理職以上）
／会社愛を力に、地域社会に貢献すること
（日本／販売
（ 米国／カスタマーサービス／一般社員）
／
／一般社員）
／熱心に経験を積み続ける。
（台湾／間接部門／管理職以上）
／ Matheson Tri-Gas
安全性、経験、信頼性
（イタリア／その他／一般社員）
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座談会③

求職者に選ばれる企業、
従業員エンゲージメントの
高い企業をめざす

常に大きく、空いてしまうポジションを

を高めることで、求職者に長く選ばれ

で社員のエンゲージメント向上をめざす

迅速かつ適切に埋めることは困難で

続ける会社をめざすことです。2 つ目

のは非常に困難です。そこで、Nippon

す。そこで、ITシステムを活用し、さま

は、エンゲージメント向上のために、積

Sanso Holdings Singapore（ 以 下、

ざまな知 見や情 報を集 約したデータ

極的に社員を昇進させていくこと。3

では、アジア・オセアニア地域の
NSHS）

日本では、自分の頭で物事を考

ベースを導入し、リーダー層が 培って

つ目は、多様性のあるチームをつくる

トップマネジメントやリーダー層などと

え、挑戦する社員が少ないと感じてい

きたノウハウを若手に伝えていきたい

ことです。これを実現しているのがまさ

ともにギャップ分析を行いました。この

ます。この問題に対して研修等さまざ

と思っています。それから、退職後の

に私の所 属する人 事チームです。実

ギャップ分析からわかったことは、事業

まなアプローチを実施していますが、依

社員が若手社員をサポートできるよう

際、私たちのチームにはさまざまな人

所を横断した社員同士の連携やシナ

然として、どのように優秀な人財を育

な契約制度の導入も検討しています。

種的背景を持つメンバーが所属してお

ジーが非常に少ないということでした。

成していくかということが一番の課題

このような仕組みづくりによって、すべ

り、その 75％が女性です。したがって、

そこで、2019 年頃からデジタルトラン

です。一 方、日 本 の 雇 用 形 態はメン

ての社員が長く働きやすく、活躍でき

Matheson Tri-Gasにおいて最も多様

スフォーメーション
（DX）
の取り組みを進

バーシップ型で、新入社員を採用して

る職場をつくっていきたいと考えてい

性があるチームとなっています。

めており、すべての社員が参加できる

一から教育できる制度が整っているの

ます。

また、より優れた人事管理の方法を模

事業所横断のオンライン・ウェビナーの

米国では、この 15 年間で急

索しています。これについては、欧州

開催を始めました。これにより、事業所

併用も含め、大きな問題はないと感じ

速に組織が大きくなったため、優秀な

の人事チームと同じ人事管理システム

横断で集まった多様なメンバーが、全

ています。皆さんの地域における課題

人財を確保し維持することと、次世代

の導入を開始しました。

社的に影響を与えるようなグローバル

と対策についてはどうですか。

経営者の育成、統合した会社も含めた

亘

で、採用という点ではキャリア採用の

モルナー

吕

アジア・オセアニア地域は、発展

なビジネステーマについて学び、検討・

Nippon Gases Euro-Holding

ビジネスプロセスの標準化と文化の統

途上の市場が多く、人財をめぐる競争

議論できるような機会が生まれました。

（以下、NGE ）グループの一番の課題

合、そしてコンプライアンスなどが課題

が非常に厳しくなっており、人財をいか

私は、この取り組みは社員のエンゲージ

は、社員の高齢化です。現在、欧州に

です。これらの課題に対して、主に三

に確保できるかという絶え間ない課題

メントを高めるための重要な取り組みの

は3,000 人ほどの社員がいますが、そ

つの戦略を掲げ実行しています。1 つ

に直面しています。また、さまざまな国

一つだと考えています。

のうちの 14％が 今後 5 年以内に定年

は、キャリアアップだけでなく、職場環

で事業を展開しているので、国によって

退職を迎えます。14％という割合は非

境や健康面においても社員の満足度

異なる文化が根付いており、地域全体

デ・ラート

小泉

サーモスグループにおける課題

としては、まずダイバーシティの問題が
あります。男 性・女 性だけでなく、国
籍・人種の多様性が低いため、これを

日本 酸素ホールディングスグループ
が求める人財とは

拡充しなければいけません。また、女
性リーダーの育成なども必要だと思っ
ています。もう一つは、グローバルで
活躍できるプロフェッショナルなスキル
を持った人財が少ないという点です。
こうした課題があるので、現在、社内
教育制度の拡充と多様な人財の獲得

日本酸素 HDグループは、日本、米国、欧州、アジア・オセアニア地域、そしてサーモ
スという、それぞれ企業文化の異なる事業会社で構成されています。グローバル企
業グループとしてさらに成長していくために、これからのグループを担う人財をどの
ように確保し、育成していくかについて、人事部長であり
常務執行役員である亘と、各事業会社の人事担当責任者がその道筋を探ります。

をめざし、既存の人事制度や評価制度
世界で
活躍で
きる人
育成す
財を
るのが
我々の
です。
使命

等を見直そうとしています。サーモス
グループは多国籍の企業で、私の所属
するサーモスは、各子会社のヘッドク
オーターとしての機能を持っています。
ヘッドクオーターである我々が中心と
なり、全世界で活躍する人財をいかに
マネジメントしていくかという、非常に
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ハードルの高い課題ではありますが、

高くなっています。3 つ目は2025 年ま

強いリーダーシップを持って必ず解決

でに女性社員の割合を30%にするこ

していかなければいけないと思ってい

とで、多様性を高めることです。当社

ます。

は離職率が低く、歴史の長い安定した
ありがとうございます。皆さん

会社であるため、徐々に目標達成に近

が言う「選ばれる雇用者」であり続け

づけることができると考えます。若い

るためには、社員もそうですが、新しく

人たちは報酬よりもワークライフバラン

入社してくる若い人たちをも惹き付け

ス、開発イニシアチブ、社会貢献への

る何かが重要になってくると思います。

関心が高いように感じるため、報酬制

実際、採用現場においても環境問題

度を見直す必要があります。もちろん

へのコミットや ESG への取り組みに対

報酬も重要なのですが、どういった人

する関心というのが非常に強まってき

財育成計画があるのかとか、社会的責

ていると感じます。現 在、日 本 酸 素

任やサステナビリティ、SDGsに対する

HDとして次期中期経営計画に向けて

関 心が 非 常に高く、我々が 非 財 務の

議論を進めているところですが、人財

KPIを設 定し実 行していくということ

育成戦略においても非財務の KPIを策

は、人財の確保という点でもかなりア

定し、例えば 社員の報酬に関連付け

ドバンテージになっていると思います。

亘

るなど、ESG の視点を取り入れていく
必要があると思っています。これにつ
いて、欧州ではどのように対応してい
ますか。
デ・ラート

ダイバーシティ＆インクルー
ジョンを積極的に推進

欧州では現在、サステナビリ

ティ戦略の中で、人財に関する3 つの

亘

これまで皆さんのお話を聞いて

KPIを設けています。1 つ目は、人財育

いて、ダイバーシティの課題が出てき

成の指導者の数を毎年 5％増やしてい

ましたが、これは我々日本酸素 HDにお

くことです。若い人たちは、組織に新し

いても大きな課題です。日本では、入

い風、アイデア、そしてイニシアチブを

社時の女性の比率を30％にするとい

もたらしてくれます。2 つ目は社員の社

う数値目標を持って採用を行っていま

会 貢 献 活 動を促 進することです。コ

すが、管理職を養成するには時間がか

ミュニティやイニシアチブが存在する

かります。デ・ラートさん、欧州で実施

地域での活動を可能な限り支援してお

している女性社員育成の先進的プロ

り、参加者のエンゲージメントは非常に

グラムについて教えてください。
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OUR VALUE CREATION

座談会③
日本酸 素ホールディングスグループが求める人 財とは

NGEでは、2010年からジェン

ています。このプログラムが始まって

ことが中心でした。今後は、継続的に

ダーダイバーシティの問題に取り組ん

まだ 9カ月ですが、すでにこの 15 人か

でいて、2025 年までに女性社員の割

「 徳 」の 重 要 性に関しては

「ACTIVE」
というコアバリューを設けまし

学んだことを忘れられる適応能力があ

プログラムを充実させるための改善策

まったく同じ意見です。マネジメント層

た。
「ACTIVE」では、Accountability
（責

る人財が、これからのグループに必要

ら上級職に昇進する人が生まれようと

として、年功序列に縛られないエイジ・

としても誠実さで範を示すべく努めて

任）
、Creativity（ 創 造 性 ）
、Teamwork

になってきます。さらに古い固定概念

合を30％にすることを目標に掲げてい

しています。ですので、採用・育成のあ

フレンドリーな文化の醸成や、女性の

います。また、行動規範によってそれを

（ チームワーク）
、Integrity（ 誠 実さ）
、

にとらわれず、常に新しいことを追い求

ます。2010 年当時は、女性社員の割

らゆるプロセスにダイバーシティの要

エンパワーメント
（権限委譲）向上をめ

補強し、違反があれば匿名で通報でき

、そしてExcellence
（卓
Vibrancy（活気）

め、チャレンジし続けていくことが重要

合が 14％でしたが、現在は 27％まで

素を盛り込むことは、非常に重要だと

ざしていきます。これにより、一層ダイ

るなどさまざまな手段を設けることで、

越性）
を、社員が持つべき価値観だと定

です。

上昇しました。例えば、あるポジション

いうことです。

バーシティ＆インクルージョンを推し進

社員に対する公正な処遇を実現してい

義しています。
「ACTIVE」にもIntegrity

めていき、女性が働きやすい環境を実

ます。チームメンバー同士が誠実に働

（誠実さ）
という要素を取り入れています

度分析し、再定義しなおしているところ

現したいと考えています。

き続けることは、結果的には企業への

が、やはり
「The Gas Professionals」と

です。その中で、今回話題にも挙がっ

信頼にもつながると確信しています。

して働く私たちにとって、高い信頼性を

た「ワークライフバランス」というのは、

欧州においても「徳」が一番

保ち続けるために任務にあたるという

重要なキーワードですね。社員一人ひ

重要だと思いますが、ここにいるメン

ことは、当たり前に遵守すべき価値観

とりが楽しく働けるかどうかという点

バーは「体・徳・知」のすべての要素に

ですので、この点は各リージョンでも浸

は、我々が最も考え抜いていかないと

日本では、社員に持ってほしい

共感していると思います。それらに加

透していると思います。

いけないでしょう。今回の皆さんのお

フィリピンやベトナムにおいて女

価値観として「体・徳・知」を掲げてい

えて私が重要視している資質は、フレ

けるダイバーシティを肌で感じていま

性社員比率が高い理由としては、管理

ますが、これは日本だけでなく、全グ

キシビリティ
（柔軟性）
です。例えば、今

社会人として根本的に必要な資質だ

解・浸透しやすい形に改善していきた

す。次のステップとしては、さらに上級

職がダイバーシティ＆インクルージョン

ループ社員にも共感できる部分が多い

まで経験したことのないような新しい

と思っています。
「体・徳・知」以外で

いと思いますし、今後も継続的に情報

のポジションに女性が昇進できるよう

を推し進めてきたことに加えて、これら

のではないかと思います。我々の事業

プロジェクトにも果敢にチャレンジした

は、適応性とチャレンジ精神を重視し

交換をして、各社のベストプラクティス

に、2020 年 10 月 から女 性 向 け のス

の国では、全労働人口の中で女性が

は、お客さまの安全と安心が求められ

りサポートしたりと、フレキシブルに行

ています。これはどうしても我々の事

を共有しながら、人財の交流も促進し

ポンサープログラムを立ち上げました。

占める割合が高いという背景がありま

る事業ですので、私はこの中でも「徳」

動できる資 質 が あれば、自ずとエン

業としては全員が共通して持っていな

ていきたいですね。本日はどうもあり

ポテンシャルのある15 人の女性社員

す。異文化理解とアジア・オセアニア

（誠実さ・信頼）
が一番大切だと思って

ゲージメント向上にもつながっていきま

ければならないものだと思っています。

がとうございました。

に、それぞれスポンサーとして取締役

地域の結束を促進するために、
「 Unity

いますが、皆さんが「体・徳・知」で一

すので、ぜひ意識してもらいたい点で

今我々の置かれている環境は、非常に

や執行役が付き、経営における知識や

in Diversityキャンペーン」を開催しま

番共感できる部分と、
「体・徳・知」以

すね。

変 化が 速くなっています。ですから、

体験談を直接話しながら、今後のスキ

したが、2018 年のスタート当初は、地

外に大切だと思っている人財の資質が

ルアップに対する意識を高めてもらっ

域間で互いの異文化理解を促進する

あれば教えてください。

デ・ラート

で採用を行うのであれば、候補者に1

亘

貴重なアドバイスありがとうご

人は女性がいるようにします。給与や

ざいます。欧州だけでなく、アジア・オ

パフォーマンスを評価する際にも男女

セアニア、特にフィリピンやベトナムで

平等になるように配慮するなど、あら

は女性社員の比率が高く、マネジャー

ゆる過程においてダイバーシティ＆イン

として活躍しているケースも多数あり

クルージョンの視点を取り入れてきま

ますが、これにはどういった理由があ

した。その結果、中間管理職における

るのですか。

女性の割合が高まり、社員も職場にお

吕

デ・ラート

広がる「体・徳・知」への共感
亘

う
いとい
働きた
す。
人
ともに
る で
じられ
感
を
情熱

長期的
にコミ
ットし
くれる
て
人財で
す。

日本酸素ホールディングスに
必要な人財とは？

亘聡
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吕

NSHSでは、日本の「体・徳・知」を

参考に、アジア・オセアニア地域独自の

専門
複数の
なく、
で
け
レント
一つだ
バイタ
持った
を
ル
す。
スキ
必要で
な人が
う
よ
の

小泉

そうですね。
「徳」というのは、

亘

今まさに、
「体・徳・知」をもう一

話を踏まえて、
「体・徳・知」をさらに理

learn ができてunlearn ができる人、つ
まり、新しいことを学び 続けながら、

高く
ために
取る
会社の
ントを
メ
ージ
す。
で
エンゲ
財
人
できる
が
と
こ

「TH

ER

誇りを MOS」ブ
ランド
持ち
、サー
に
大好
モス
きだ
が
とい
一番
う
人
です
、それ
。
が
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