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P.3
〈技術で社会のお役に立つ〉

「報せること」で人々を笑顔にする。

 P.5
   〈環境との関わり〉

      社会の一員として環境に配慮する。

          P.7
           〈音の啓発活動〉

   「音」は、危険から遠ざかる最初のきっかけ。

    P.9
             〈文化・芸術との関わり〉

           「音楽」で子どもたちの成長を育む。

─人々が笑顔になれる社会をつくる─

I ND EX

【TOA 環境理念】
TOAは、地球環境の保全を経営の
重要課題の一つと認識し、全ての
企業活動において、全員が積極的に
環境保全に配慮した行動をする。

【経営基本方針（三つの安心）】
一、顧客が安心して使用できる商品をつくる。
一、取引先が安心して取引きできるようにする。
一、従業員が安心して働けるようにする。

【社会貢献宣言】
TOAは、社会から信頼される「良き
企業市民」として、多様な社会問題の
解決に向けた取り組みを自発的に行い、
社会に貢献します。自社資源を有効に活用
し、本業である「音と映像」との関連性を
強く意識した独自の活動を行うこと
で、社会と共に発展していく「かけ
がえのない企業」になるこ

とを目指します。
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火災 地震 事故津波 風水害 犯罪

広域防災放送システム 空港内旅客案内放送システム

「報せること」で
人々を笑顔にする。

技術で社会のお役に立つ

いち早く危険を伝え、
命を守りたい。
どこにいても「危険を報せる音」が聞
こえるよう、広範囲に音を伝達するシ
ステムを構築しています。例えば、従来
型の2倍以上の距離まで音を届ける
「ホーンアレイスピーカー」と、市庁舎
などの拠点から各施設へと一斉に放送
を届ける「IP告知放送システム」。これら
を組み合わせることで、音による減災・
防災へとつなげています。

言葉の壁を越えて、
日常を支える。
空の玄関口、国際空港ターミナル。国
籍の異なるさまざまな利用者が訪れる
場所だからこそ、正確に、確実に情報
を届けるインフラ整備が必要です。多
言語に対応した「空港内旅客案内放送
システム」は、緊急情報やフライト情報
などのアナウンスをさまざまな言語で
伝えることで、誰もが安心して利用で
きる空港運営を実現しています。

タウンレコーダー遠隔見守りサービス

いつでもどこでも、
安全・安心を。
カギとなるのは、見守り続ける「目」と、
遠くにいても状況が分かる「情報伝達
力」。それを実現したのが「タウンレ
コーダー遠隔見守りサービス」です。高
解像度カメラ、通信機能などを一体化
した「タウンレコーダー」と、情報をリ
アルタイムにパソコンやスマートフォ
ンに送信する機能で、暮らしの安全・安
心に貢献しています。

TOAは、創業以来培ってきた「音の技術」によって、

あらゆる災いから人々を守る「減災」に取り組んでいます。

地震や津波などの自然災害や

事故・犯罪といった危険から遠ざけるためには、

いち早く、確実に情報を伝えることが重要。

そのために、音と映像に関する製品やサービスを

柔軟に組み合わせた

「高度な避難放送システム」を構築していきます。

実現したいのは、人々のほっとした笑顔があふれる社会。

常識にとらわれない減災・防災の技術で、

安全・安心に過ごせる日常生活を支えます。

TOAが目指すもの
あらゆる災いから人々を守る「減災」

ホーンアレイスピーカー（東京都江東区）

タウンレコーダー

羽田空港国際線旅客ターミナル

高度な避難放送システムへ遠隔監視

スマホ表示 連絡通話
屋外緊急放送

屋内非常放送 カメラセンサー

バリアフリー

しら



06

社会の一員として
環境に配慮する。

環境との関わり

ITシステムを利用した情報管理TOAは、地球環境の保全を経営の重要課題の一つと認識し、

全ての企業活動で、全員が積極的に

環境保全に配慮した行動をすることを環境理念としています。

環境に関する法律を遵守するとともに、

開発から生産、流通、廃棄までのあらゆる段階で

環境負荷の軽減に配慮。

商品の省エネ化によるCO2削減、電気・電子製品に含まれる

有害物質を規制する「RoHS」への対応も推進しています。

また「クールビズ」や環境に配慮した事務用品などを購入する

「グリーン購入」を自主的に実施。

地域社会の一員として、省資源、省エネルギー、

産業廃棄物の削減に努めています。

梱包資材の削減

出荷時

以前は、ラックシステムに組み込む音響機器を、
ダンボールなどで梱包して輸送していました。
しかし、大量の梱包資材が必要なだけでなく、そ
れらを現場で廃棄しなければなりませんでした。
この問題を解決するため、機器収納ラックに必
要な機器を組み込み、機器同士の配線もすま
せた状態で出荷する『ラック組配出荷』を実施。
これによって梱包資材と廃棄物の大幅な削減

返送・収納時

を実現しました。さらに、ラックの輸送梱包に繰
り返し使える『リターナブルボックス』を使用。廃
棄物をより一層少なくすることができました。
また、以前は木製だったリターナブルボックス
を、木とダンボールの組み合わせによって軽量
化。返送や収納にも配慮した省スペース化を図
りました。

TOA

ITシステム図

環境情報調査

環境情報回答

製品環境情報問合せ

製品環境情報提供

仕
入
先
様

世
界
の
お
客
様

化学物質情報管理システム

情報連携

情報連携

●部品・製品物質情報
●製品の環境情報

開発支援システム

●部品情報
●製品構成情報

生産・販売支援システム

●生産情報
●販売情報

世界各国の環境法や、REACHをはじめとする
国際的な化学物質規制に対応するため、ITシ
ステムを使った情報管理を行っています。

仕入先から環境情報を入手するとともに、お客
様に環境情報をご提供。開発と生産の連携を
強め、環境負荷の少ないモノづくりにも取り組
んでいます。

くわしくはWEBで  〉〉〉〉〉  http://www.toa.co.jp/mecenat/environment/
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TOAは、危険を報せる音をテーマとした

創作人形劇「カンカン塔の見はり番」を全国各地で上演しています。

火事や津波の警報、自動車のクラクション…

社会には危険を報せる音がたくさんあります。

でも、その音が聞こえてきた時、どう行動するべきか

忘れがちではないでしょうか。

大切なのは、普段とは違う音が聞こえてきた時

「何を報せる音？」と耳を傾け

「自分はどうする？」と考え、行動すること。

その力を、私たちは「聴く力」と呼んでいます。

時代を担う子どもたちへ「聴く力」の大切さを伝え、減災へとつなげたい。

その思いを形にしたのが「カンカン塔の見はり番」です。

くわしくはWEBで   〉〉〉〉〉      http://www.toa.co.jp/mecenat/kkt/ こちらから動画も
ご覧いただけます。

「音」は、危険から遠ざかる
最初のきっかけ。

音の啓発活動

36%
視覚情報

46%
聴覚情報

数字が語るみんなの減災意識

61%
教え方が
分からない

42% 
していない

58%
している

耳からの情報でいち早く危険を察
知し、目からの情報で詳しく確認！
そんな様子が目に浮かびます。

速報は
「聴覚」を頼りにする

どんな音を聞いた時、身の危険を感じますか？

災害発生時にいち早く危険を察知し、
身構えたり、次の行動を起こす
きっかけになるのはどんな情報ですか？

災害を報せる音の意味や重要性について
家庭で子どもに話をしていますか？

それはなぜですか？
(音の防災教育をしていない理由)

災害発生後に必要な情報を得るために、
最も頼りになるツールはどれですか？

「緊急地震速報」「地鳴り」の
二つがトップ。両方とも「地震
に関する音」ですよね。

地震を報せる音に敏感

お子さんに音について話して
いない家庭は、4割以上にのぼ
ります。

４割が「していない」

音ってすごく
    大事なんだね。

子どもたちには
　　特に知ってほしいな。

14%
聴覚情報

76%
視覚情報

教え方に関する情報が少ないことが、
原因の一つかもしれませんね。

教え方が分からないのが理由

●教え方がわからない
●知らないから　●重要性を感じていないから 
●周りの人が助けてくれるから　●その他

2017年1月 TOA株式会社調べ「音と減災の意識調査」

●聴覚情報：緊急地震速報などの警報、非常放送、テレビのお知らせチャイムなど
●視覚情報：テレビのテロップ、ネットニュースなど
●触覚情報：温度や振動など　　●嗅覚情報：におい

●聴覚情報：ラジオ、防災無線など
●視覚情報：テレビ映像、ネットニュース、目に見える風景など
●触覚情報：温度や振動など　　●嗅覚情報：におい

「音」が重要な
役割を果たしている。

教えたい。
　「危険を報せる音」　　　　　　　のこと。

どんな音や情報に反応する？

音の防災教育、している？

60%

45%

30%

15%

0%

50% 49%

緊急
地震速報

地鳴り 雷 人の怒号 暴風 火災報知器 その他
ベルくん

ベルくんの
おとうさん

どうぶつ村の子うさぎ、ベルくんのおとうさんは、村の安全を見守る「カンカン塔」の見はり番。
ある日、おとうさんに代わってベルくんがカンカン塔のお留守番をすることに。
「火事を見つけたら鐘をカンカン、夕立雲がのぼったら太鼓をドンドンと鳴らすんだよね」。
ところが、数十年ぶりにオオカミたちが襲ってきたからさあ大変！
「こんなときは…シンバルだ！」。
ところが村人たちは「何の音？」と首をかしげるばかり。
みんなシンバルが何を報せる音か忘れてしまったのです。
どうするベルくん？！

くどうたくと
（人形劇屋たくたく堂 代表）

鈴木みかこ
（アコーディオン奏者、ダンサー）

人形 劇 のあらすじ「カンカン塔の見はり番」
TOA音の防災シアターベルくんといっしょに

答えを探して！
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兵庫県教育委員会が進める『トライやる・ウィーク』
は県内の全公立中学校2年生を対象に、近隣の
施設や企業で一週間の社会体験を行う全県的
な取り組みです。TOAでは毎年、神戸市立義務
教育学校港島学園の生徒を受け入れ、プロの
音楽家と中学生の共同作業による音楽作品の
創作活動を実施。NPOと連携して、子どもたち
の豊かな社会体験や自由な音楽表現のサポート
を行っています。創作活動の成果は、最終日に
ジーベックホールでのコンサートとして発表。コン
サートには、学校関係者や卒業生をはじめ、多数
の地域住民の方にご来場いただき、地域と企業
の交流の場として親しまれています。

［中学生］ 音楽を創る

トライやる・ウィーク

［小学生］音楽を楽しむ

TOA Music Workshop

プロのアーティストが小学校の体育館などに赴
き、子どもたちと一緒に思い切り音楽とダンス
を楽しむ体験型プログラムです。音楽を自由に
聴き、感じ、身体で表現する体験を通じて、それ
まで気づかなかった「新しい自分」と出会い、創
造力や表現力といった感性の扉が開かれます。
自社制作によるオリジナルプログラムで、開催
に必要な音響機材などは自社商品を活用。加え
て毎年、技術スタッフ、営業担当者など多くの従
業員が参加する全社的な取り組みです。2005
年の活動開始以来、全国で活動を展開。2017
年1月をもって、累計体験者数が1万人を突破し
ました。

◉神戸マラソン ◉ヴィッセル神戸　◉INAC神戸レオネッサ

スポーツで神戸を元気にしたいという思いから、神戸を拠点
とする二つのサッカーチームに協賛しています。両チームの
ホームスタジアムである「ノエビアスタジアム神戸（旧：神戸
ウィングスタジアム）」には、フィールド用放送設備と非常用
放送設備を設置。スポーツの感動と安全を見守っています。
「INAC神戸レオネッサ」は神戸で誕生した女子サッカー
チーム。なでしこリーグのトップチームとして活躍しています。

「音楽」で子どもたちの成長を育む。
文化・芸術との関わり

◉文化活動への評価
TOAの芸術文化活動は、さまざまな賞の受賞にも結び
ついています。1995年、XEBEC(ジーベック)ホールを
中心に行ってきた音文化啓蒙活動に対して「メセナ大賞
‘95」を受賞。2010年には、TOA Music Workshop、ト
ライやる・ウィークを含む、音楽による次世代育成の多角
的活動に対し「メセナアワード2010文化庁長官賞」

を受賞しています。

地域社会とともに、歩む。

2011年から開催されている神戸マラソ
ン。２万人のランナーがひしめくスタート
地点では、TOAの「ホーンアレイスピー
カー」がスタートの号砲を一斉に届けてい
ます。はるか後方のランナーにまで明瞭
な音を伝達するとともに、沿道の応援や
ゴール地点の演出などもサポート。大型
スピーカー150台以上、メガホン400台
以上、音響関連スタッフ100人以上が活
躍しています。

◉神戸ルミナリエ
阪神・淡路大震災犠牲者の鎮魂
を祈り、1995年から開催して
いる「神戸ルミナリエ」。TOA
は神戸に本社を置く企業として
1996年からメイン会場の音演
出全般を担当しています。その
年のテーマに合わせて制作し
たオリジナル楽曲を響かせるの

は、会場内に設置された約100
台のスピーカー。グループ企業
のスタッフが会場に常駐し、会
場の混雑具合に合わせたきめ
細かい音量調節や緊急放送の
対応を行っています。

メセナアワード2010
文化庁長官賞

くわしくはWEBで  〉〉〉〉〉  
http://www.toa.co.jp/mecenat/tmw/

コンサートの様子

©Kobe Luminarie O.C.

2万人のランナーがひしめくスタート地点

©VISSEL KOBE

INAC Kobe Leonessa
© INOUE Tomohiro


