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東芝キヤリアの概要
Introduction of Toshiba Carrier    东芝开利简介

TOSHIBA
CARRIER
GROUP

2017東芝キヤリアグループ

社会・環境報告書

社　　　名：東芝キヤリア株式会社

営 業 開 始：1999年4月 （株）東芝・空調設備事業部と
米国キヤリア社の合弁会社として東芝キヤリア（株）発足

所　在　地：本社事務所／神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
　　　　　　ラゾーナ川崎東芝ビル
富士工場／静岡県富士市蓼原336
掛川開発センター／静岡県菊川市加茂1300-3
津山工場／岡山県津山市国分寺555

代　表　者：取締役社長　近藤 弘和

資　本　金：115億1,000万円（2017年6月現在）

従 業 員 数：約2,300名（連結約4,900名）（2017年3月現在）

年間売上高：1,796億円（2016年度連結）

株　　　主：東芝インフラシステムズ株式会社 60％、
キヤリア HVACR インベストメンツ B. V. 40%

関 係 会 社：国内4社、海外13社

主 要 品 目：
（販売品目）

1） 店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチ空調システム、
 設備用パッケージエアコン
2) 産業用空調、熱源システム
 （チリングユニット、パッケージエアコン、ファンコイルユニット）
3) ヒートポンプ給湯機
4) 家庭用エアコン
5) コールドチェーン機器（ショーケース、冷凍機、クーリングユニット）
6) 換気扇、換気システム
7) コンプレッサー

Have Fun with an Eco Crossword Puzzle! 挑战eco纵横填字字谜！

ecoクロスワードパズルにチャレンジ！

 初版　2017年10月発行

タテのカギ
 １． 1982年に（株）東芝が世界初インバーター搭載ルーム□□□□を開発した。（ヒントはP3）
 ４． 世界194カ国で調印された気候変動抑制に関する多国間の国際的な協定「□□協定」。（ヒントはP1）
 ５． 自然または自然に近い環境で、生き物が住み着くことのできる場所を□□□□□という。（ヒントはP21）
 ７． 東芝キヤリアは製品企画、部品調達から製品使用後まで、製品の□□□サイクルを考えたものづくりをしている。（ヒントはP7）
 ９． 東芝キヤリアで環境活動の中心メンバーとして登録されている従業員は「東芝キヤリアeco□□□□リーダー」。（ヒントはP22）
10. 東芝キヤリア津山工場の敷地内で、生息地の拡大を行っている絶滅危惧種の植物は「□□□タデ」。（ヒントはP24）

ヨコのカギ
 ２． 業界トップレベルの省エネ性能を実現し、商品を3方向から取り出せる
 3Faceインバーターショーケースはスーパーマーケットや□□□□エンスストアで使用されている。（ヒントはP15）
 ３． Reduce、Reuse、Recycleの頭文字を取った言葉で、環境にできるだけ負荷をかけない
 循環型社会を形成するための重要な考え方を「□□□アール」という。（ヒントはP7）
 ４． 東芝キヤリアの環境推進担当責任者が、グループ内拠点を訪問し、
 各拠点の課題解決に対して支援する活動を「グローバル環境□□□□□」という。（ヒントはP18）
 ６． 東芝キヤリアは資源有効活用の観点から、製品の部品に「再生□□□□□□」を採用している。(ヒントはP13)
 ８． 空調機器の冷媒として使用されている「□□□」の回収は大切。（ヒントはP12）

http://www.tcckankyo.com/
pc/ecoquiz_login.htm

PCからアクセス

解答者全員に粗品を差し上げます。
応募方法は、下記URLまたはQRコードから
アクセスし、解答を入力してください。

ケータイは
こちらから
アクセス！

すごろくで
しっかり勉強したから、

僕もパズルに
挑戦だ！

2017年度版「社会・環境報告書」はいかがでしたか。今年度のテーマの
「資源有効活用」を中心とした東芝キヤリアグループの環境活動がご理解
いただけたと思います。さあ、最後に「ecoクロスワードパズル」で頭の体操です。
報告書の中に、ヒントが隠れていますよ。

ＶＯＣ（揮発性有機化合物）成分
ゼロの環境に配慮した100%
植物油インキを使用しました。

有機物質を含んだ廃液
が少ない、水なし印刷
方式で作成しました。

東芝キヤリアは、静岡県の豊かな森
づくりをサポートしています。この
『ふじのくに森の町内会』の紙には、
林地に捨てられる間伐材を資源とし
て活用する費用が含まれています。



In keeping with our total commitment to environmental innovation, we will contribute to society and the global environment and provide environmentally conscious products worldwide
作为环境创造企业，为社会与地球环境做贡献，并向全球提供有价值的环保型产品

環境創造企業として、社会ならびに
地球環境に貢献し、価値のある環境調和型製品を
グローバルに提供していきます

環境経営責任者メッセージ

President & CEO
Toshiba Carrier Corporation

Hirokazu Kondo

東芝キヤリア株式会社
取締役社長

2017年10月

近藤 弘和
こん どう　　 ひろ かず

東芝キヤリアグループは、設立19年目を迎えました。合弁先の米国キヤリア社の販
売網に加え、欧州、米国、中国で販売拠点を設立し、業務用空調をはじめとした製品を
世界各地で販売しています。それらの製品は、国内2拠点、海外3拠点で製造しており、
グローバルでの事業展開が拡大しています。グループ全体の従業員数は約5,000名と
なり、地球内で事業活動を行う企業として地球の未来の姿を思い描き、Sustainable 
Society（持続可能な社会）の発展に向けて、努力を続けていかなければならないと考
えています。東芝キヤリアでは、ISO26000の中核主題※をもとに事業活動を整理して
きましたが、2015年から始まった、「SDGs（Sustainable Development Goals）：
持続可能な開発目標」17項目との関係を視野に入れながら、地球全体が持続可能で
あるために自社でできることから始めるべきだと考えています。そして、SDGsの中でも
特に項目12の「持続可能な消費と生産」や、項目13の「気候変動への対処」などを
注視し、環境調和型の製品を提供することで世界に貢献していきたいと考えています。

グローバルに発展していく地球内企業として、
できることからSDGsを目指します

世界194カ国で調印された「パリ協定」では、日本は2030年に
2013年度比26%のCO2削減目標を約束しています。本協定で
の東芝キヤリアの役割は、価値の高い環境調和型製品を世界中
に提供することで、使用時のエネルギーに起因するCO2の削減を
進めていくことだと考えています。2016年度は、耐用年数前の当
社の製品が新製品に置き換わった場合を想定し、約80万トン-
CO2の削減ができました。製品の構成部品の質量を削減すること
で、それらの構成材料の生成に使うエネルギーも削減でき、その
結果CO2削減に寄与できます。さらに、開発時や製造時に使用す
るエネルギーを削減したり、製品の製造方法を考慮することに
よって部品材料を削減したりして、CO2の削減に努めています。
当社は、ヒートポンプを利用した製品に、地球温暖化の要因の
一つとされる冷媒を使用していますが、使用時のエネルギーの
削減に加え、最新の技術で地球温暖化係数が小さい冷媒の採用
を進めています。

「パリ協定」を踏まえ、価値の高い環境調和型製品の
提供とその製造過程での環境負荷を削減します

持続可能な社会では生物多様性保全は重要であり、未来の
地球を豊かにします。地球規模で展開される生物多様性保全
活動では、2010年に開催された第10回生物多様性条約締約
国会議（COP10）で20項目の「愛知目標」が合意されました。
現在、この目標を2020年までに実現させるために各国が施策
を考えています。東芝キヤリアグループは、COP10に先駆け
て2009年度から国内拠点である富士工場、津山工場、掛川
開発センターで生物多様性保全ワーキングを立ち上げ、拠点
内における絶滅危惧種の保護や植樹活動などを行い、生物多
様性保全につながる活動を実行してきました。また、2015年
度からは、海外の3製造拠点でも活動を開始し、現地の従業員
に対して、教育や植樹などを通じて持続可能な社会づくりの
大切さを理解してもらいました。さらに各拠点では、製造活動
時における公害防止などの環境法規を遵守し、環境事故を起
こして地球を汚すことのないよう、生物多様性保全につながる
内部監査や環境パトロールなどを行っています。

　さまざまな環境活動を事業内で広めていくために、環境分野
の各種資格を有している人や商工会議所主催の「eco検定」に
合格した人を「ecoスタイルリーダー」として登録し、養成を進
めています。2017年度までの登録目標100名を、2006年度
に前倒しで達成しました。養成の一環として、今年で6年目を迎
えた夏休みの小学生イベントでは、ecoスタイルリーダーも参
加し、環境意識の醸成を図りました。今回は富士工場に地域の
小学生を招待し、今年度のテーマである「資源有効活用」の取
り組みと、生物多様性保全活動について見学を含む教育や
「うちわづくり」を行いました。この活動を通じて小学生への教
育だけでなくecoスタイルリーダー自身も認識を深め、日々の
事業活動で環境意識がさらに浸透することを期待しています。
また、東芝キヤリアグループを支える地域社会や、調達取引先
さま、販売店さまをはじめとするステークホルダーの皆さまとと
もに、グループ一丸となって、より付加価値の高い環境調和型
製品をグローバルに提供していきたいと考えています。

「愛知目標」を念頭に置き、未来の地球を考え、
生物多様性保全活動をグローバルに展開します

従業員の環境意識を高めるとともに、ステーク
ホルダーと環境調和型製品を提供していきます

Top Commitment

東芝キヤリアグループ経営方針

良き地球市民として
1． 人間社会と地球環境に貢献します
2． お客さまの声に忠実な事業活動をします 
3． 健全で透明な経営をします

東芝キヤリアグループは、ヒートポンプ技術を軸に、お客さまのさま
ざまなご要望に的確にお応えできる熱応用ソリューションによる
最高品質の製品・サービスを提供することにより、社会ならびに地球
環境に貢献し、グローバルに成長する環境創造企業を目指します。

経営
理念

経営
ビジョン

Management Policy of the Toshiba Carrier Group / 东芝开利集团的经营方针

東芝キヤリアグループでは、2015年度から4年間を中期として、大テーマ「Sustainable Society：持続可能な社会」を
掲げ、さらに年度ごとの小テーマを決めて社会・環境報告書を作成しています。持続可能な社会を構築するためには、「エネ
ルギー・気候変動問題への対応（地球温暖化抑制）」「化学物質リスクの最小化（化学物質管理）」「資源消費の最小化（資源
有効活用）」「水資源消費の最小化（水資源有効活用）」の4テーマが特に重要であると考えています。2015年度は地球温暖
化抑制、2016年度は化学物質管理をテーマに設定し、それぞれの課題を東芝キヤリアの活動と結び付けて掘り下げてきま
した。3年目の2017年度は資源有効活用を取り上げ、この報告書を読んだ方に、資源有効活用に関わる法規、活動の変遷、
自社の活動を「環境すごろく」で表現し、さらに関係者による「座談会」を通じて紹介していきます。

社会・環境報告書の中期テーマ
「Sustainable Society :持続可能な社会」について

3年目の2017年度は「資源有効活用」を取り上げました

資源
消費の
最小化

エネルギー・
気候変動
問題への
対応

水資源
消費の
最小化

化学物質
リスクの
最小化

Theme for the Medium-Term Social and Environmental Report “Sustainable Society” / 社会和环境报告中期主题「Sustainable Society: 可持续发展社会」

※P30参照

1 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017 2東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017
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ざまなご要望に的確にお応えできる熱応用ソリューションによる
最高品質の製品・サービスを提供することにより、社会ならびに地球
環境に貢献し、グローバルに成長する環境創造企業を目指します。

経営
理念

経営
ビジョン

Management Policy of the Toshiba Carrier Group / 东芝开利集团的经营方针

東芝キヤリアグループでは、2015年度から4年間を中期として、大テーマ「Sustainable Society：持続可能な社会」を
掲げ、さらに年度ごとの小テーマを決めて社会・環境報告書を作成しています。持続可能な社会を構築するためには、「エネ
ルギー・気候変動問題への対応（地球温暖化抑制）」「化学物質リスクの最小化（化学物質管理）」「資源消費の最小化（資源
有効活用）」「水資源消費の最小化（水資源有効活用）」の4テーマが特に重要であると考えています。2015年度は地球温暖
化抑制、2016年度は化学物質管理をテーマに設定し、それぞれの課題を東芝キヤリアの活動と結び付けて掘り下げてきま
した。3年目の2017年度は資源有効活用を取り上げ、この報告書を読んだ方に、資源有効活用に関わる法規、活動の変遷、
自社の活動を「環境すごろく」で表現し、さらに関係者による「座談会」を通じて紹介していきます。

社会・環境報告書の中期テーマ
「Sustainable Society :持続可能な社会」について

3年目の2017年度は「資源有効活用」を取り上げました

資源
消費の
最小化

エネルギー・
気候変動
問題への
対応

水資源
消費の
最小化

化学物質
リスクの
最小化

Theme for the Medium-Term Social and Environmental Report “Sustainable Society” / 社会和环境报告中期主题「Sustainable Society: 可持续发展社会」

※P30参照

1 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017 2東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017



東芝キヤリア
タイ社（TCTC）

大形機器製造拠点の
津山工場

History of the Toshiba Carrier Group / 东芝开利发展史

東芝キヤリアグループは、東芝の空調部門と米国キヤリア社との間に生まれた合弁企業です。1999年の会社設立以来、
キヤリア社とともにグローバルで事業を拡大してきました。時代とともに環境法規をはじめとする
さまざまな法令の公布や改正が頻繁に行われ、事業を拡大していく中でシリアスな課題も増えてきました。
その都度、経営陣をはじめとしてグループ一丸となって、その対応に迅速に取り組んでいます。
また、2015年に国連がSDGsを掲げたことを受け、東芝キヤリアグループとしても、
さまざまな分野の活動を通じ、持続可能な社会の構築に貢献していきます。

東芝キヤリアのあゆみ
0rigin and History

2011～2015年
2016年～

～1998年
ルームエアコンをはじめ、最先端の
冷凍・空調機器を開発・製造、販売
（株）東芝の前身である東京芝浦電気（株）の富
士工場で、ルームエアコン「木かげシリーズ」や、
業務用空調機器、コンプレッサー、ショーケース、
列車用空調機器などを開発、製造し、国内中心
に販売してきました。1982年には世界初のイン
バーター搭載ルームエアコンを発売、1993年に
は「東芝TWINDD」が、ルームエアコンとして初
の省エネ大賞通商産業大臣賞を受賞するなど、
省エネ性能の高い製品を世に送り出してきまし
た。環境保全活動では、1972年に富士工場が
自社で分析するための水質測定室を新設し、工
場排水の処理を強化しました。また、1997年に
はISO14001を取得しました。

1999～2005年
東芝キヤリアを設立し、
グローバル化への第一歩
1999年、（株）東芝 空調・設備事業部と米国キ
ヤリア社の合弁会社として東芝キヤリア（株）を
設立し、本社を富士においてスタートしました。
経営理念を「人間社会と地球環境に貢献しま
す」「お客さまの声に忠実な事業活動をします」
「健全で透明な経営をします」と定め、グローバ
ル化への第一歩として米国キヤリア社の販社、
代理店経由で世界各国へ販売を開始しました。
また東芝キヤリアグループは、本社に環境組織
を立ち上げ、より強固な環境活動体制を整えま
した。2003年からは「環境報告書」を発行し、現
在は「社会・環境報告書」としてCSRの内容を拡
大しています。

2006～2010年
製販一体の3社統合で、
「新生東芝キヤリア」に
2008年に東芝キヤリア（株）、東芝キヤリア空調シ
ステムズ（株）、東洋キヤリア工業（株）の3社が合
併し、「新生東芝キヤリア」となりました。家庭用か
ら大形空調機器まで、製販一体のソリューション提
案体制により事業拡大を進めました。2009年には
連結方式チラーの先駆けとなる「スーパーフレック
スモジュールチラー」が省エネ大賞経済産業大臣
賞を受賞し、大形チラー分野でシェアNo.1の基礎
を築きました。環境課題としては、2006年に欧州
でRoHS指令が施行されたことを受け、製品化学
物質管理システム「G-sys」を立ち上げ、環境部門、
製品開発部門、調達部門、品質部門、製造部門、IT
部門が協力し合ってRoHS対応品を出荷しました。

海外事業拡大と
国内サービス工事体制強化
2012年に東芝キヤリアタイ社を連結化、TCFGコンプ
レッサタイ社を設立、2014年に東芝キヤリア中国社を
設立して、グローバルでの開発・製造体制強化を図ると
ともに、2015年には東芝キヤリア欧州社を立ち上げ、
販売拡大を進めています。また国内においては、2014
年に東芝キヤリア空調サービス（株）を吸収合併し、国
内のサービス・工事体制を強化しました。また、海外製
造拠点やサービス・工事業務の拡充により、日本国内や
各国の環境法規への迅速な対応や環境保全にかかわ
るリスク撲滅のため、監査体制を強化しました。さらに、
国内外6拠点で絶滅危惧種の保護を行うなど、生物多
様性保全活動を積極的に展開。2012年には近隣の小
学生のための夏休み環境イベントを開始しました。

「ビジョン2020」目標に
向かって成長持続
2016年に東芝テクノシステム（株）を100％子
会社化し、国内サービス事業のさらなる強化を
図るとともに、海外においては東芝キヤリア北
米社を立ち上げ、キヤリア社の本拠地である米
国での拡販にも注力しています。2020年の売
上高など中期目標を定めた「ビジョン2020」に
向けて業績を向上させていきたいと考えていま
す。環境活動の次の課題は、グローバル化に伴
う製品化学物質管理のさらなる強化で、2016
年からRoHS指令とREACH規則の両方に対応
できる新製品化学物質管理システム「G-sysⅡ」
を稼働しています。また、製造に伴うリスクの撲
滅のため、グローバル環境パトロールを開始し
ました。

東芝キヤリアの主な活動とSDGs

SDGs（持続可能な開発目標）とは

●富士工場が水質測定室新設（1972年）
●富士工場に環境担当部門発足（1989年）
●省エネ大賞通商産業大臣賞受賞
　「ルームエアコンTWINDD」（1993年）
●富士工場がISO14001認証取得（1997年）
●1998年度から11年連続省エネ大賞受賞

世界初インバーター搭載ルームエアコン

環
境
活
動

法
規
／
事
象

◆廃掃法（1970年） ◆水質汚濁防止法（1970年） 

◆化審法（1973年） ◆省エネ法（1979年） 
◆オゾン層保護法（1988年）
◆環境基本法（1993年）
◆容器包装リサイクル法（1995年）
◆ISO14001発行（1996年）
◆温暖化対策推進法（温対法）（1998年）
◆家電リサイクル法（1998年）

●家電リサイクル開始（2000年
）

●フロン回収・破壊法の事業者
登録（2002年）

●環境報告書初発行（2003年
）

●「東芝グループ総合環境監査
」開始（2003年）

●本社環境組織発足（2004年
）

●「調達ガイドライン2004年度
版」発行（2004年）

●環境経営情報システム開始（
2005年）

◆化管法（PRTR法）（1999年）

◆循環型社会形成推進基本法（
2000年）

◆グリーン購入法（2000年）

◆PCB廃棄物特別措置法（20
01年）

◆フロン回収・破壊法（2001年
）

◆WEEE指令施行（2003年）

◆京都議定書発効（2005年）

●津山工場がISO
14001認証を取得

（2006年）

●第一回「地球環
境会議」開催（200

7年）

●グリーン調達シ
ステム「G-sys」稼働

（2007年）

●「製品化学物質
分析センター」発足

（2007年）

●「エクセレントEC
P」初登録（2008年

）

●生物多様性WG
発足（2009年）

●環境省「ライトダ
ウンキャンペーン」

参加開始（2010年
）

◆RoHS指令施行（
2006年）

◆フロン回収・破壊
法改正（2006年）

◆REACH規則施行
（2007年）

◆省エネ法改正（2
008年）

◆生物多様性保全
活動促進法（2010

年）

◆廃掃法改正（20
10年）

●小学生イベン
ト開始（2012

年）

●富士工場にビ
オトープを設置（

2012年）

●地球温暖化防
止活動環境大臣

表彰受賞「USX
」（2013年）

●化学物質管
理システム

　「TOCACH
EF」国内稼働（

2014年）

●「ｅｃｏスタイル
リーダー」登録

開始（2014年
）

●フロン機器管
理システム「RE

MAC」稼働（2
015年）

●「調達ガイド
ライン2015年

度版」発行（20
15年）

◆生物多様性
COP10（愛知

目標）

◆水質汚濁防
止法改正（201

1年）

◆省エネ法改正
（2013年）

◆温対法改正（
2013年）

◆廃掃法改正（
2013年）

◆フロン排出抑
制法（2013年

）

●グローバ
ル環境パト

ロール開始（
2016年）

●新グリー
ン調達シス

テム「G-sy
sⅡ」稼働（2

016年）

●環境コミ
ュニケーショ

ン大賞

　「社会・環
境報告書2

016」受賞（
2016年）

●「エネルギ
ー管理功績

者」受賞（2
016年）

●化学物質
管理システ

ム

　「TOCA
CHEF」海外

稼働（2017
年）

◆パリ協定
発効（2016

年）

◆水俣条約
発効（2017

年）

◆廃掃法改
定（2017年

）

環境調和型製品の
グローバルでの提供

製品製造時やサービス・
工事時の環境負荷低減

生物多様性保全活動 従業員環境教育

小学生イベント 座談会

2015年9月に「国連持続可能な開発サミット」の成果文書
として、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための
2030アジェンダ」が採択されました。アジェンダは、人間、
地球および繁栄のための行動計画として、宣言および
目標を掲げました。この目標が、17の目標と169のター
ゲットからなる「持続可能な開発目標（SDGs）」です。

3 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017 4東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017いいろんなゴミも立派な資源、全員参加で進めようゴミの分別、リサイクル（川崎／環境問題）



東芝キヤリア
タイ社（TCTC）

大形機器製造拠点の
津山工場

History of the Toshiba Carrier Group / 东芝开利发展史

東芝キヤリアグループは、東芝の空調部門と米国キヤリア社との間に生まれた合弁企業です。1999年の会社設立以来、
キヤリア社とともにグローバルで事業を拡大してきました。時代とともに環境法規をはじめとする
さまざまな法令の公布や改正が頻繁に行われ、事業を拡大していく中でシリアスな課題も増えてきました。
その都度、経営陣をはじめとしてグループ一丸となって、その対応に迅速に取り組んでいます。
また、2015年に国連がSDGsを掲げたことを受け、東芝キヤリアグループとしても、
さまざまな分野の活動を通じ、持続可能な社会の構築に貢献していきます。

東芝キヤリアのあゆみ
0rigin and History

2011～2015年
2016年～

～1998年
ルームエアコンをはじめ、最先端の
冷凍・空調機器を開発・製造、販売
（株）東芝の前身である東京芝浦電気（株）の富
士工場で、ルームエアコン「木かげシリーズ」や、
業務用空調機器、コンプレッサー、ショーケース、
列車用空調機器などを開発、製造し、国内中心
に販売してきました。1982年には世界初のイン
バーター搭載ルームエアコンを発売、1993年に
は「東芝TWINDD」が、ルームエアコンとして初
の省エネ大賞通商産業大臣賞を受賞するなど、
省エネ性能の高い製品を世に送り出してきまし
た。環境保全活動では、1972年に富士工場が
自社で分析するための水質測定室を新設し、工
場排水の処理を強化しました。また、1997年に
はISO14001を取得しました。

1999～2005年
東芝キヤリアを設立し、
グローバル化への第一歩
1999年、（株）東芝 空調・設備事業部と米国キ
ヤリア社の合弁会社として東芝キヤリア（株）を
設立し、本社を富士においてスタートしました。
経営理念を「人間社会と地球環境に貢献しま
す」「お客さまの声に忠実な事業活動をします」
「健全で透明な経営をします」と定め、グローバ
ル化への第一歩として米国キヤリア社の販社、
代理店経由で世界各国へ販売を開始しました。
また東芝キヤリアグループは、本社に環境組織
を立ち上げ、より強固な環境活動体制を整えま
した。2003年からは「環境報告書」を発行し、現
在は「社会・環境報告書」としてCSRの内容を拡
大しています。

2006～2010年
製販一体の3社統合で、
「新生東芝キヤリア」に
2008年に東芝キヤリア（株）、東芝キヤリア空調シ
ステムズ（株）、東洋キヤリア工業（株）の3社が合
併し、「新生東芝キヤリア」となりました。家庭用か
ら大形空調機器まで、製販一体のソリューション提
案体制により事業拡大を進めました。2009年には
連結方式チラーの先駆けとなる「スーパーフレック
スモジュールチラー」が省エネ大賞経済産業大臣
賞を受賞し、大形チラー分野でシェアNo.1の基礎
を築きました。環境課題としては、2006年に欧州
でRoHS指令が施行されたことを受け、製品化学
物質管理システム「G-sys」を立ち上げ、環境部門、
製品開発部門、調達部門、品質部門、製造部門、IT
部門が協力し合ってRoHS対応品を出荷しました。

海外事業拡大と
国内サービス工事体制強化
2012年に東芝キヤリアタイ社を連結化、TCFGコンプ
レッサタイ社を設立、2014年に東芝キヤリア中国社を
設立して、グローバルでの開発・製造体制強化を図ると
ともに、2015年には東芝キヤリア欧州社を立ち上げ、
販売拡大を進めています。また国内においては、2014
年に東芝キヤリア空調サービス（株）を吸収合併し、国
内のサービス・工事体制を強化しました。また、海外製
造拠点やサービス・工事業務の拡充により、日本国内や
各国の環境法規への迅速な対応や環境保全にかかわ
るリスク撲滅のため、監査体制を強化しました。さらに、
国内外6拠点で絶滅危惧種の保護を行うなど、生物多
様性保全活動を積極的に展開。2012年には近隣の小
学生のための夏休み環境イベントを開始しました。

「ビジョン2020」目標に
向かって成長持続
2016年に東芝テクノシステム（株）を100％子
会社化し、国内サービス事業のさらなる強化を
図るとともに、海外においては東芝キヤリア北
米社を立ち上げ、キヤリア社の本拠地である米
国での拡販にも注力しています。2020年の売
上高など中期目標を定めた「ビジョン2020」に
向けて業績を向上させていきたいと考えていま
す。環境活動の次の課題は、グローバル化に伴
う製品化学物質管理のさらなる強化で、2016
年からRoHS指令とREACH規則の両方に対応
できる新製品化学物質管理システム「G-sysⅡ」
を稼働しています。また、製造に伴うリスクの撲
滅のため、グローバル環境パトロールを開始し
ました。

東芝キヤリアの主な活動とSDGs

SDGs（持続可能な開発目標）とは

●富士工場が水質測定室新設（1972年）
●富士工場に環境担当部門発足（1989年）
●省エネ大賞通商産業大臣賞受賞
　「ルームエアコンTWINDD」（1993年）
●富士工場がISO14001認証取得（1997年）
●1998年度から11年連続省エネ大賞受賞

世界初インバーター搭載ルームエアコン

環
境
活
動

法
規
／
事
象

◆廃掃法（1970年） ◆水質汚濁防止法（1970年） 

◆化審法（1973年） ◆省エネ法（1979年） 
◆オゾン層保護法（1988年）
◆環境基本法（1993年）
◆容器包装リサイクル法（1995年）
◆ISO14001発行（1996年）
◆温暖化対策推進法（温対法）（1998年）
◆家電リサイクル法（1998年）

●家電リサイクル開始（2000年
）

●フロン回収・破壊法の事業者
登録（2002年）

●環境報告書初発行（2003年
）

●「東芝グループ総合環境監査
」開始（2003年）

●本社環境組織発足（2004年
）

●「調達ガイドライン2004年度
版」発行（2004年）

●環境経営情報システム開始（
2005年）

◆化管法（PRTR法）（1999年）

◆循環型社会形成推進基本法（
2000年）

◆グリーン購入法（2000年）

◆PCB廃棄物特別措置法（20
01年）

◆フロン回収・破壊法（2001年
）

◆WEEE指令施行（2003年）

◆京都議定書発効（2005年）

●津山工場がISO
14001認証を取得

（2006年）

●第一回「地球環
境会議」開催（200

7年）

●グリーン調達シ
ステム「G-sys」稼働

（2007年）

●「製品化学物質
分析センター」発足

（2007年）

●「エクセレントEC
P」初登録（2008年

）

●生物多様性WG
発足（2009年）

●環境省「ライトダ
ウンキャンペーン」

参加開始（2010年
）

◆RoHS指令施行（
2006年）

◆フロン回収・破壊
法改正（2006年）

◆REACH規則施行
（2007年）

◆省エネ法改正（2
008年）

◆生物多様性保全
活動促進法（2010

年）

◆廃掃法改正（20
10年）

●小学生イベン
ト開始（2012

年）

●富士工場にビ
オトープを設置（

2012年）

●地球温暖化防
止活動環境大臣

表彰受賞「USX
」（2013年）

●化学物質管
理システム

　「TOCACH
EF」国内稼働（

2014年）

●「ｅｃｏスタイル
リーダー」登録

開始（2014年
）

●フロン機器管
理システム「RE

MAC」稼働（2
015年）

●「調達ガイド
ライン2015年

度版」発行（20
15年）

◆生物多様性
COP10（愛知

目標）

◆水質汚濁防
止法改正（201

1年）

◆省エネ法改正
（2013年）

◆温対法改正（
2013年）

◆廃掃法改正（
2013年）

◆フロン排出抑
制法（2013年

）

●グローバ
ル環境パト

ロール開始（
2016年）

●新グリー
ン調達シス

テム「G-sy
sⅡ」稼働（2

016年）

●環境コミ
ュニケーショ

ン大賞

　「社会・環
境報告書2

016」受賞（
2016年）

●「エネルギ
ー管理功績

者」受賞（2
016年）

●化学物質
管理システ

ム

　「TOCA
CHEF」海外

稼働（2017
年）

◆パリ協定
発効（2016

年）

◆水俣条約
発効（2017

年）

◆廃掃法改
定（2017年

）

環境調和型製品の
グローバルでの提供

製品製造時やサービス・
工事時の環境負荷低減

生物多様性保全活動 従業員環境教育

小学生イベント 座談会

2015年9月に「国連持続可能な開発サミット」の成果文書
として、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための
2030アジェンダ」が採択されました。アジェンダは、人間、
地球および繁栄のための行動計画として、宣言および
目標を掲げました。この目標が、17の目標と169のター
ゲットからなる「持続可能な開発目標（SDGs）」です。
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皆さん、「資源有効活用」って知っていますか？
これは、環境への影響を最小限にして地球の限られた
資源を使うこと。そして、資源効率を高めて持続可能な社会を
つくっていくことです。人類は、地球との共存共栄を前提に、
これまでさまざまな形で資源と向き合ってきました。
その歴史を振り返りながら、資源有効活用を学習する
「すごろく」に、やっちゃんとまりちゃんがチャレンジ！
皆さんも一緒に散歩してみましょう。

高度経済成長は、所得の増加で人々に豊かな暮らしをもたらした一方、廃棄物量増
加という大きな課題を投げかけました。モノを正しく処理しないと自分たちの暮ら
しにも悪い影響を及ぼすことを学んだ人々は、さまざまなルールをつくり、不要に
なったモノを正しく処理するようになっていきました。

生産活動が盛んになると、製造工程で排出される廃油や汚泥などが、適正処理され
ないままに廃棄されていました。また、都市開発が進む過程では、建設に使った廃材
が大量に出てきて、空き地などに不法投棄する悪質な業者も増えてきました。このよ
うな事態は、1954年に制定された「清掃法」を見直すかたちで、廃棄物処理の基本体
制が整備されていきました。

Let’s Try Environmental Sugoroku Game and Learn about the History of Effective Use of Resources Step by Step!!
思考，进步，环境双六　让我们一步一步地了解资源有效利用的历史吧！！

急増する廃棄物の中でも、容器包
装類は家庭ごみの約6割（容積比）
を占めていました。また、技術的に
リサイクルが可能であるにもかかわ
らず、ほとんど実施されていません
でした。このような背景から、自治
体だけではなく、消費者や生産者
を巻き込んだ新しい仕組みの整備
が求められ、1995年に「容器包装
リサイクル法」が制定されました。

容器の多様化が進むと、
回収と再資源化の
法規制が整備される

携帯電話、スマホ、デジカメ、携帯音楽プレーヤーなど、製造時に多様
な金属を使用しているこれらの機器も、普及が増大するにつれて適
正な処分が必要になってきました。2012年に制定された「小型家電
リサイクル法」では、消費者、事業者、自治体、小売業者、認定事業者
が協力し、自発的な回収方法やリサイクルの実施を工夫しています。

大型家電だけではなく、
身近な小型家電もリサイクルの対象に

適正処理のための大型施設が
大都市を中心に建設される

高度経済成長期（1960～70年代）～バブル時代（1980～90年代前半）

循環型社会の構築期（1990年代半ば～2010年代初め）

廃棄物の量が増大すると、処理の負荷を少しでも減らすために、「モノのリサイクル」という考え方が
クローズアップされてきました。個別のモノごとに法律で強制力のある回収を定めたさまざまなリサイ
クル法が登場しました。当時、環境問題で先行していた欧州はリサイクル政策でも先行していましたが、
日本もそれに遅れをとることなく個別リサイクル法の制定を進めていきました。

スチール缶・アルミ缶・ガラス瓶・段ボール・紙パック・
紙製容器包装・ペットボトル・プラスチック製容器包装 など

産業の発展とともに、
日本各地では

公害問題が多数勃発！

2

廃棄物の
種類ごとに
処理が
異なるので
回収も分別で！

4

家電製品の
大型化と

ペットボトルの
普及でリサイクルの
需要が高まる

5

欧州も
日本も、最初の
リサイクル対象は
容器包装廃棄物

1

テレビ・エアコン・
冷蔵庫・洗濯機は
「家電リサイクル法

（1998年制定）」の対象
2

過度な新鮮
志向による
食品廃棄物の
増大により
誕生したのが

「食品リサイクル法
（2000年制定）」

3

建設工事から出る
廃棄物の再資源化と再利用
「建設リサイクル法
（2000年制定）」

4

廃車の
適正処理を
定めた
「自動車
リサイクル法

（2002年制定）」

5

もはや暮らしの必需品に
なったケータイなどにも
リサイクル法が適用

6

暮らしの豊かさアップは、廃棄物量のアップでもあった

1970年代半ばから産業廃棄物処理業者が大量
の廃棄物を不法投棄したこの事件は長期化した
こともあり、被害が拡大しました。産廃物の中に
は鉛、クロム、カドミウムなどの有害化学物質も
含まれており、地下水や土壌の汚染に加え、廃棄
物を焼却したことによる島住民の健康被害やさ
まざまな環境悪化をもたらしました。

“大量生産・
大量消費”が、
都市の廃棄物を
急増させた

1

廃棄物の中には、水銀やカドミウムなど生物に有
害なものもたくさんあります。そのため、産業廃棄
物の中でも有害廃棄物の適正処理を目的として、
一定の基準を満たす処理施設を広く普及させるよ
うになりました。1973年に竣工した東京都の大井
清掃工場は、粗大廃棄物破砕機や廃棄物積替設備
を備えた先進的な施設でした。

大井清掃工場（しながわWEB写真館（品川区）提供）

普段使っている
家電がたくさん
あるんだね！

昔は
廃棄物のことを
あまり考えなかった

んだね。

無許可の
回収業者には
注意してね！

2つ
もどる

廃棄物を
分別しないで
捨てた

1つ
すすむ

空き缶や
段ボールの

“集団回収”活動
に参加

全国各地に、続々と
廃棄物処理施設の
整備が進む

3
香川県・豊島に大量に
捨てられた産業廃棄物
（共同通信イメージズ提供）

1993年
産業廃棄物
管理票制度
が始まる

読んで、進んで、読んで、進んで、

資源有効活用の歴史を一歩一歩理 解しよう！！資源有効活用の歴史を一歩一歩理 解しよう！！

「モノを正しく処理する」を決めた時代「モノを正しく処理する」を決めた時代

環境環境環境環境 すすすす ごごごご ろろろろ くくくく

ステージ 1

ステージ 2

「モノを回収してリサイクルする」を実行した時代「モノを回収してリサイクルする」を実行した時代

特集

S T A R T !S T A R T !S T A R T !S T A R T !

香川県豊島の産廃
物不法投棄問題

てしま

ふりだしに
もどる

産業廃棄物を
不法投棄した

廃材

汚泥
廃油

テレビ・エアコン・
冷蔵庫・洗濯機

家電リサイクル法 ガイドブック（経産省）
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/
kaden_recycle/case2/pdf/guidebook.pdf

パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、
電子辞書、ゲーム機、電源アダプタ、電気カミソリ など

私たち（生活者）

家電小売店 家電メーカー、輸入業者

まりちゃん やっちゃん

出典：環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成26年度）」

  
廃棄物
総排出量
（万トン）

5,272

4,536 4,543 4,523 4,487 4,432 4,398

976 976 979

964 958 947 939

972 963 954

1,131

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015（年）

１人1日当たりの
廃棄物総排出量（g/人日）

１人1日当たりの
廃棄物排出量（g/人日）
※外国人含む

●廃棄物の総排出量の推移

5 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017 6東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017ろロボットの粉体塗装で減らすVOC（スタッフ／長井 代助）　は晴れの日は自転車通勤で温暖化防止（関係会社／しんしあ）
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皆さん、「資源有効活用」って知っていますか？
これは、環境への影響を最小限にして地球の限られた
資源を使うこと。そして、資源効率を高めて持続可能な社会を
つくっていくことです。人類は、地球との共存共栄を前提に、
これまでさまざまな形で資源と向き合ってきました。
その歴史を振り返りながら、資源有効活用を学習する
「すごろく」に、やっちゃんとまりちゃんがチャレンジ！
皆さんも一緒に散歩してみましょう。

高度経済成長は、所得の増加で人々に豊かな暮らしをもたらした一方、廃棄物量増
加という大きな課題を投げかけました。モノを正しく処理しないと自分たちの暮ら
しにも悪い影響を及ぼすことを学んだ人々は、さまざまなルールをつくり、不要に
なったモノを正しく処理するようになっていきました。

生産活動が盛んになると、製造工程で排出される廃油や汚泥などが、適正処理され
ないままに廃棄されていました。また、都市開発が進む過程では、建設に使った廃材
が大量に出てきて、空き地などに不法投棄する悪質な業者も増えてきました。このよ
うな事態は、1954年に制定された「清掃法」を見直すかたちで、廃棄物処理の基本体
制が整備されていきました。

Let’s Try Environmental Sugoroku Game and Learn about the History of Effective Use of Resources Step by Step!!
思考，进步，环境双六　让我们一步一步地了解资源有效利用的历史吧！！

急増する廃棄物の中でも、容器包
装類は家庭ごみの約6割（容積比）
を占めていました。また、技術的に
リサイクルが可能であるにもかかわ
らず、ほとんど実施されていません
でした。このような背景から、自治
体だけではなく、消費者や生産者
を巻き込んだ新しい仕組みの整備
が求められ、1995年に「容器包装
リサイクル法」が制定されました。

容器の多様化が進むと、
回収と再資源化の
法規制が整備される

携帯電話、スマホ、デジカメ、携帯音楽プレーヤーなど、製造時に多様
な金属を使用しているこれらの機器も、普及が増大するにつれて適
正な処分が必要になってきました。2012年に制定された「小型家電
リサイクル法」では、消費者、事業者、自治体、小売業者、認定事業者
が協力し、自発的な回収方法やリサイクルの実施を工夫しています。

大型家電だけではなく、
身近な小型家電もリサイクルの対象に

適正処理のための大型施設が
大都市を中心に建設される

高度経済成長期（1960～70年代）～バブル時代（1980～90年代前半）

循環型社会の構築期（1990年代半ば～2010年代初め）

廃棄物の量が増大すると、処理の負荷を少しでも減らすために、「モノのリサイクル」という考え方が
クローズアップされてきました。個別のモノごとに法律で強制力のある回収を定めたさまざまなリサイ
クル法が登場しました。当時、環境問題で先行していた欧州はリサイクル政策でも先行していましたが、
日本もそれに遅れをとることなく個別リサイクル法の制定を進めていきました。

スチール缶・アルミ缶・ガラス瓶・段ボール・紙パック・
紙製容器包装・ペットボトル・プラスチック製容器包装 など

産業の発展とともに、
日本各地では

公害問題が多数勃発！

2

廃棄物の
種類ごとに
処理が
異なるので
回収も分別で！

4

家電製品の
大型化と

ペットボトルの
普及でリサイクルの
需要が高まる

5

欧州も
日本も、最初の
リサイクル対象は
容器包装廃棄物

1

テレビ・エアコン・
冷蔵庫・洗濯機は
「家電リサイクル法

（1998年制定）」の対象
2

過度な新鮮
志向による
食品廃棄物の
増大により
誕生したのが

「食品リサイクル法
（2000年制定）」

3

建設工事から出る
廃棄物の再資源化と再利用
「建設リサイクル法
（2000年制定）」

4

廃車の
適正処理を
定めた
「自動車
リサイクル法

（2002年制定）」

5

もはや暮らしの必需品に
なったケータイなどにも
リサイクル法が適用

6

暮らしの豊かさアップは、廃棄物量のアップでもあった

1970年代半ばから産業廃棄物処理業者が大量
の廃棄物を不法投棄したこの事件は長期化した
こともあり、被害が拡大しました。産廃物の中に
は鉛、クロム、カドミウムなどの有害化学物質も
含まれており、地下水や土壌の汚染に加え、廃棄
物を焼却したことによる島住民の健康被害やさ
まざまな環境悪化をもたらしました。

“大量生産・
大量消費”が、
都市の廃棄物を
急増させた

1

廃棄物の中には、水銀やカドミウムなど生物に有
害なものもたくさんあります。そのため、産業廃棄
物の中でも有害廃棄物の適正処理を目的として、
一定の基準を満たす処理施設を広く普及させるよ
うになりました。1973年に竣工した東京都の大井
清掃工場は、粗大廃棄物破砕機や廃棄物積替設備
を備えた先進的な施設でした。

大井清掃工場（しながわWEB写真館（品川区）提供）

普段使っている
家電がたくさん
あるんだね！

昔は
廃棄物のことを
あまり考えなかった

んだね。

無許可の
回収業者には
注意してね！

2つ
もどる

廃棄物を
分別しないで
捨てた

1つ
すすむ

空き缶や
段ボールの

“集団回収”活動
に参加

全国各地に、続々と
廃棄物処理施設の
整備が進む

3
香川県・豊島に大量に
捨てられた産業廃棄物
（共同通信イメージズ提供）

1993年
産業廃棄物
管理票制度
が始まる

読んで、進んで、読んで、進んで、

資源有効活用の歴史を一歩一歩理 解しよう！！資源有効活用の歴史を一歩一歩理 解しよう！！

「モノを正しく処理する」を決めた時代「モノを正しく処理する」を決めた時代

環境環境環境環境 すすすす ごごごご ろろろろ くくくく

ステージ 1

ステージ 2

「モノを回収してリサイクルする」を実行した時代「モノを回収してリサイクルする」を実行した時代

特集

S T A R T !S T A R T !S T A R T !S T A R T !

香川県豊島の産廃
物不法投棄問題

てしま

ふりだしに
もどる

産業廃棄物を
不法投棄した

廃材

汚泥
廃油

テレビ・エアコン・
冷蔵庫・洗濯機

家電リサイクル法 ガイドブック（経産省）
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/
kaden_recycle/case2/pdf/guidebook.pdf

パソコン、携帯電話、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、
電子辞書、ゲーム機、電源アダプタ、電気カミソリ など

私たち（生活者）

家電小売店 家電メーカー、輸入業者

まりちゃん やっちゃん

出典：環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成26年度）」

  
廃棄物
総排出量
（万トン）

5,272

4,536 4,543 4,523 4,487 4,432 4,398

976 976 979

964 958 947 939

972 963 954

1,131

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015（年）

１人1日当たりの
廃棄物総排出量（g/人日）

１人1日当たりの
廃棄物排出量（g/人日）
※外国人含む

●廃棄物の総排出量の推移

5 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017 6東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017に日光の めぐみを溜めて 山が咲く（スタッフ／平岡 常次郎）　ほほたる一匹 浴衣を照らす 満点の空（中部／おこぶり）
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3R（リデュース・発生抑制／リユース・再利用／リサイクル・再生利用）は三位一体の考
え方です。発生抑制に努めた後、再利用で廃棄物の排出量を減らします。再利用に努め
た後も、分別排出された資源廃棄物を再生利用して最終処分廃棄物の減量化を図り
ます。毎年10月は「3R推進月間」で、国民や事業者に3Rの理解と協力を求めています。

意識を変えることで初めて実現できるのが「3R」

日本では、廃棄物の最終処分量の目標値を定め、計画的
で効率的な焼却処分やリサイクルを行ってきました。ま
た、3R推進運動などを全国各地で展開し、廃棄物の減
量化意識の定着にも努めてきました。一般廃棄物・産業
廃棄物ともに最終処分量は大幅に減少。廃棄物の減量
化についても、市民や事業者がより一層の努力を続ける
ことで、循環型社会が成立していくことになるはずです。

もっともっと努力が必要、廃棄物の減量化

3R施策による循環型社会の
さらなる推進期（2010年代半ば～）

東芝キヤリアの
3R活動実践期

製品を製造しているメーカーは、製品の設計段階から、
実際に製品を使う場面を想定してさまざまな資源の有
効活用に取り組んでいます。東芝キヤリアが提供して
いる製品もライフサイクルを考えた製品企画を行い、
部品調達から製品使用後のリサイクルも視野に入れて
います。

製品づくりの企画・設計段階では、3Rを基本
に考えています。例えば、Reduceでは同じ
機能でコンパクト化を実現すれば資源の有
効活用につながります、Reuseでは、冷媒用
の配管を再利用できるようにして効率化を
実現しています。Recycleでは、部品などに
再生プラスチックを採用しています。

基本コンセプトは3Rで、
企画・設計段階から
資源有効活用を考える

Reduce、
Reuse、
Recycle、
「3R」は
人々の知恵!

1

33R推進マイスター※が
改正容器包装リサイクル法
で廃棄物の排出抑制に貢献

7

4

フリー
マーケットで
いらなくなった
服や日用品を
売って
再利用！

5

カフェに
マイボトルを
持参するのは
おしゃれな
エコ！

6

さてこの後は、すごろくの「ステージ4」で
紹介した東芝キヤリアの資源有効活用の
取り組みを、座談会でも取り上げます。

皆さん、すごろくはちゃんと
ゴールできましたか？

1 〈企画・設計〉

製品を製造する際には、その過程で発
生する廃棄物をなるべく減らすよう工
夫しています（Reduce）。例えば、板金
から部材を型抜きしてつくる際にも、部
材をできるだけ隙間なく配置すること
で、廃棄される部分の板金が少なくな
るようにしています。製造技術の向上や
生産計画の見直しの中、こういった努
力を長年続け、東芝キヤリアグループ
では2000年前後と比較して4割以上の
廃棄物を削減しています。（P17参照）

製造方法を
改善し続け、
廃棄物を減らす

3 〈製造〉

調達取引先さまからの
部品調達の際などに
「通い箱※」を利用

2 〈調達〉

省エネ機器の
提供で、使用時の
エネルギーを削減

7 〈使用〉

製品の輸送ルートや
輸送回数を効率化
して使用燃料の
削減を図る

4 〈流通〉

輸送時の製品保護は、
過度な梱包材の
使用を見直す

5 〈流通〉

製品据付作業時に出る
廃棄物の適正処理の記録を
電子マニフェスト化

6 〈設置・工事〉

資源の有効活用の歴史や、実際に製品をつくっ
ている東芝キヤリアの取り組みが、やっちゃん・
まりちゃんと一緒に進んできたことで理解でき
たのではないでしょうか。すごろくでは、途中に
「ふりだしにもどる」という、とても残念なコマが
ありますが、私たち人間がこれまでせっかく築い
てきた“大切な資源と向き合う取り組み”を無駄
にすることなく、一人ひとりがふりだしに戻らな
いように努力していきましょう。

各種業務用空調機に内蔵されてい
るプロペラファンなどの素材に、再
生プラスチックを使用しています。

工場でもさまざまな
資源有効活用の
取り組みを
してるんだよ！

東芝キヤリアの
製品づくりは
3Rが

基本コンセプト!

続きは、次のページから

地道な活動を
続けることが
大切なんだ！

ふりだしに
もどる

製造工場で
廃棄物の適正な
分別をしなかった

増えた廃棄物は、工夫してどんどん再生利用（リサイクル）すればす
むことなのでしょうか。そもそも、廃棄物が出なければ、その処分にも
困ることはないはずです。国民一人ひとりが生活スタイルを見直し、
使い捨て意識をなくしたり、廃棄物発生の少ない製品を積極的に
使ったりするなど、“廃棄物ゼロ”に向けた取り組みを真剣に考えな
ければいけません。

Reduce
ごみを
減らす

リデュース

Reuse
繰り返し
使う

リユース

Recycle
資源として
再生利用する

リサイクル

廃棄物なしは
焼却処理もなし！
だから温室効果ガス
発生もなし！！

2

※環境大臣から委嘱された、
　容器包装廃棄物排出抑制推進員

2つ
すすむ

スーパーで
レジ袋を

もらわなかった

Reduce
リデュース

Reduce
リデュース

Reduce
リデュース

Reuse
リユース

Reuse
リユース

Recycle
リサイクル

東芝キヤリアの
3R活動について、

一つひとつの積み重ねが
理解できたら

使用後は、リサイクル
できる部分を再加工し、
素材として世の中へ

8 〈再生利用〉

スリーアール

ステージ 3

ステージ4

「そもそも、廃棄物を出さない」
 に取り組み始めた時代
「そもそも、廃棄物を出さない」
 に取り組み始めた時代

「モノのライフサイクル」
で資源の有効活用を
考える時代

「モノのライフサイクル」
で資源の有効活用を
考える時代

まま とと めめ

工場から廃棄される部材などをリサイクルセンターで
素材ごとに分別し、リサイクルを推進しています。

富士工場のリサイクルセンター

業務用空調 室内機

※部品の運搬に使われる、
　再利用可能な箱

情報処理
センターで
一括管理

処分業者

電子情報の
送受信

収集運搬業者

排出事業者

電子マニフェストの仕組み

廃棄物

廃棄物

部材の型抜きの改善イメージ

改善前 改善後

出典：環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成26年度）」

●一般廃棄物の減量化と最終処分量の推移

直接
最終処分量
（万トン）

処理後
最終処分量
（万トン）

１人1日当たりの
最終処分量（g/人日）
※外国人含む

１人1日当たりの
最終処分量（g/人日）157

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015（年）

144

66 59 57 57 52 47

732

484 482 465 454 430 417

588
418 423 408 396 378 370

104 104 101 98 93 90
99 97 92 89

7 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017 8東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017へ便利な自転車はとてもエコな交通手段（関係会社／中島久）　ととっくにやってる省エネ活動 思っているのはあなただけ（富士／渋谷 厚進）
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3R（リデュース・発生抑制／リユース・再利用／リサイクル・再生利用）は三位一体の考
え方です。発生抑制に努めた後、再利用で廃棄物の排出量を減らします。再利用に努め
た後も、分別排出された資源廃棄物を再生利用して最終処分廃棄物の減量化を図り
ます。毎年10月は「3R推進月間」で、国民や事業者に3Rの理解と協力を求めています。

意識を変えることで初めて実現できるのが「3R」

日本では、廃棄物の最終処分量の目標値を定め、計画的
で効率的な焼却処分やリサイクルを行ってきました。ま
た、3R推進運動などを全国各地で展開し、廃棄物の減
量化意識の定着にも努めてきました。一般廃棄物・産業
廃棄物ともに最終処分量は大幅に減少。廃棄物の減量
化についても、市民や事業者がより一層の努力を続ける
ことで、循環型社会が成立していくことになるはずです。

もっともっと努力が必要、廃棄物の減量化

3R施策による循環型社会の
さらなる推進期（2010年代半ば～）

東芝キヤリアの
3R活動実践期

製品を製造しているメーカーは、製品の設計段階から、
実際に製品を使う場面を想定してさまざまな資源の有
効活用に取り組んでいます。東芝キヤリアが提供して
いる製品もライフサイクルを考えた製品企画を行い、
部品調達から製品使用後のリサイクルも視野に入れて
います。

製品づくりの企画・設計段階では、3Rを基本
に考えています。例えば、Reduceでは同じ
機能でコンパクト化を実現すれば資源の有
効活用につながります、Reuseでは、冷媒用
の配管を再利用できるようにして効率化を
実現しています。Recycleでは、部品などに
再生プラスチックを採用しています。

基本コンセプトは3Rで、
企画・設計段階から
資源有効活用を考える

Reduce、
Reuse、
Recycle、
「3R」は
人々の知恵!

1

33R推進マイスター※が
改正容器包装リサイクル法
で廃棄物の排出抑制に貢献

7

4

フリー
マーケットで
いらなくなった
服や日用品を
売って
再利用！

5

カフェに
マイボトルを
持参するのは
おしゃれな
エコ！

6

さてこの後は、すごろくの「ステージ4」で
紹介した東芝キヤリアの資源有効活用の
取り組みを、座談会でも取り上げます。

皆さん、すごろくはちゃんと
ゴールできましたか？

1 〈企画・設計〉

製品を製造する際には、その過程で発
生する廃棄物をなるべく減らすよう工
夫しています（Reduce）。例えば、板金
から部材を型抜きしてつくる際にも、部
材をできるだけ隙間なく配置すること
で、廃棄される部分の板金が少なくな
るようにしています。製造技術の向上や
生産計画の見直しの中、こういった努
力を長年続け、東芝キヤリアグループ
では2000年前後と比較して4割以上の
廃棄物を削減しています。（P17参照）

製造方法を
改善し続け、
廃棄物を減らす

3 〈製造〉

調達取引先さまからの
部品調達の際などに
「通い箱※」を利用

2 〈調達〉

省エネ機器の
提供で、使用時の
エネルギーを削減

7 〈使用〉

製品の輸送ルートや
輸送回数を効率化
して使用燃料の
削減を図る

4 〈流通〉

輸送時の製品保護は、
過度な梱包材の
使用を見直す

5 〈流通〉

製品据付作業時に出る
廃棄物の適正処理の記録を
電子マニフェスト化

6 〈設置・工事〉

資源の有効活用の歴史や、実際に製品をつくっ
ている東芝キヤリアの取り組みが、やっちゃん・
まりちゃんと一緒に進んできたことで理解でき
たのではないでしょうか。すごろくでは、途中に
「ふりだしにもどる」という、とても残念なコマが
ありますが、私たち人間がこれまでせっかく築い
てきた“大切な資源と向き合う取り組み”を無駄
にすることなく、一人ひとりがふりだしに戻らな
いように努力していきましょう。

各種業務用空調機に内蔵されてい
るプロペラファンなどの素材に、再
生プラスチックを使用しています。

工場でもさまざまな
資源有効活用の
取り組みを
してるんだよ！

東芝キヤリアの
製品づくりは
3Rが

基本コンセプト!

続きは、次のページから

地道な活動を
続けることが
大切なんだ！

ふりだしに
もどる

製造工場で
廃棄物の適正な
分別をしなかった

増えた廃棄物は、工夫してどんどん再生利用（リサイクル）すればす
むことなのでしょうか。そもそも、廃棄物が出なければ、その処分にも
困ることはないはずです。国民一人ひとりが生活スタイルを見直し、
使い捨て意識をなくしたり、廃棄物発生の少ない製品を積極的に
使ったりするなど、“廃棄物ゼロ”に向けた取り組みを真剣に考えな
ければいけません。

Reduce
ごみを
減らす

リデュース

Reuse
繰り返し
使う

リユース

Recycle
資源として
再生利用する

リサイクル

廃棄物なしは
焼却処理もなし！
だから温室効果ガス
発生もなし！！

2

※環境大臣から委嘱された、
　容器包装廃棄物排出抑制推進員

2つ
すすむ

スーパーで
レジ袋を

もらわなかった

Reduce
リデュース

Reduce
リデュース

Reduce
リデュース

Reuse
リユース

Reuse
リユース

Recycle
リサイクル

東芝キヤリアの
3R活動について、

一つひとつの積み重ねが
理解できたら

使用後は、リサイクル
できる部分を再加工し、
素材として世の中へ

8 〈再生利用〉

スリーアール

ステージ 3

ステージ4

「そもそも、廃棄物を出さない」
 に取り組み始めた時代
「そもそも、廃棄物を出さない」
 に取り組み始めた時代

「モノのライフサイクル」
で資源の有効活用を
考える時代

「モノのライフサイクル」
で資源の有効活用を
考える時代

まま とと めめ

工場から廃棄される部材などをリサイクルセンターで
素材ごとに分別し、リサイクルを推進しています。

富士工場のリサイクルセンター

業務用空調 室内機

※部品の運搬に使われる、
　再利用可能な箱

情報処理
センターで
一括管理

処分業者

電子情報の
送受信

収集運搬業者

排出事業者

電子マニフェストの仕組み

廃棄物

廃棄物

部材の型抜きの改善イメージ

改善前 改善後

出典：環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成26年度）」

●一般廃棄物の減量化と最終処分量の推移

直接
最終処分量
（万トン）

処理後
最終処分量
（万トン）

１人1日当たりの
最終処分量（g/人日）
※外国人含む

１人1日当たりの
最終処分量（g/人日）157

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015（年）

144

66 59 57 57 52 47

732

484 482 465 454 430 417

588
418 423 408 396 378 370

104 104 101 98 93 90
99 97 92 89

7 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017 8東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017ち地球の為に毎日省エネ（関係会社／赤池 勇樹）　りリサイクルみんなで始めよう（関係会社／佐野 昌洋）　



製品の設置工事時に出る廃棄物処理を
はじめとした遵法推進リーダーです。
1998年から現場で出たすべての産業廃
棄物のマニフェストへの情報記載が義務
付けられ、現在、紙から電子化への動き
が加速していることから、製品の設置現
場での電子化に取り組んでいます。

東芝キヤリア株式会社
サービス・工事企画部安養寺 靖彦

あん　よう　 じ　　 やす  ひこ

津山工場は、掛川開発センターで開発・
設計されたUSXをはじめとする大形熱
源機の製造を行っており、環境と工務
の両方を担当しています。当工場は、約
25万㎡の敷地面積のうち約53%の緑
化率があり、環境保全活動が盛んな自
然豊かな工場です。

東芝キヤリア株式会社
津山工場
津山生産企画部山本 孝

やま　もと　 たかし

省エネを実現する大形熱源機の開発
リーダーとして、掛川開発センターで設
計を担当しています。当センターは東
芝キヤリアの主要開発拠点で、富士・津
山の両製造工場と連携するとともに、
各種環境活動にも積極的に取り組んで
います。

東芝グループの各事業所から出される
廃棄物について、リサイクルを推進す
るのが主な業務です。神奈川県産業廃
棄物協会のメンバーでもあり、環境法
規関連のスペシャリストとして、廃棄物
処理法などの環境教育を東芝グループ
内外などで行っています。

東芝キヤリア株式会社
掛川開発センター
熱源設計部丹野 英樹

たん　の　　 ひで　 き

東芝環境ソリューション株式会社
リユース・リサイクル事業部太田 智

おお　た　　さとし

太田）製品のライフサイクルを考えた場合、資源の有効活用に関す
るさまざまな法規制をしっかり知っておく必要があると思います。例えば、
香川県豊島の産廃不法投棄事件や、某外食チェーンが廃棄委託
した業者の冷凍カツ横流し事件は、守るべき法律があるにもかかわら
ず、自分たちの利益だけを追求しようとして、環境や健康を無視した
悪質極まりない事件に発展しました。リサイクルの道が整えられても、リ
サイクル推進を装い、このような事件が起きてしまうのは悲しいことです。
山本）おっしゃるような違法行為は、確かに目に余るものがあります。
先ほどリサイクル工場で作業の現場を見て感じたのですが、産廃業
者の手間はたいへんだと思います。製品の部品構成が単純で、解
体の処理工程が短いほど作業はもっと簡易化されるでしょう。しかし、
製品をつくる立場からすると、製品の品質や他社と比べた優位性を
追求するので、必ずしもそのようにできないところがあります。特に、最近
は製品のコンパクト化が求められていますから尚更です。
丹野）私が設計している大形
チラーもどんどんコンパクト化が
進み、据付面積の省スペース
化で他社との競争が激しく
なっています。製品をコンパクト
にすることは、必要なモノが狭
いスペースに詰まっていること

ですから、メンテナンスも、解体
時の分別もやりにくい状態にな
りがちです。家電品の解体ライ
ンを見学させていただきました
が、設計者として分別のしや
すさも考慮しなければならない
とあらためて思いました。また、
保守作業のしやすさも考慮しなければなりません。
太田）廃棄物として持ち込まれた機械などを破砕すると、主に鉄、ア
ルミ、ステンレスに分かれますが、簡単には見分けがつきません。磁石
や特殊な装置を使い、比重の違いなどで分別しますが、経験値や能
力が求められます。この能力のレベルアップが、リサイクルの精度を高
めることにつながります。製品の構成要素が簡素化すれば、作業の
効率化も図れると思います。
安養寺）現場で製品の設置作業を行う場合、製品がコンパクトにな
れば軽量化されて作業に余裕が出てきます。反対に保守サービスで
は、製品の中で部品交換作業を行うことが難しくなります。鏡を使って
裏側を確認するなどいろいろと工夫し、保守作業員は見落としが無
いように丁寧に作業を行っています。
山本）確かに製品がコンパクトになる前は構造も今ほど複雑ではなく、
保守作業でも不具合の箇所を見つけやすかったと思います。今は、
製造現場でとにかく資源を有効に使うことを心がけ、私がいる津山工
場でも端材を少なくするように、部品を切り出す鉄板のサイズを臨機
応変に変えています。同様に、設計側にも製造時の部材が効率良く
取れるようにしてもらっています。
丹野）工場でのつくりやすさは当然コストにも反映されることなので、設

細かい分別が容易にできれば資源の有効活用にもつながります。見
学してお分かりいただけたと思いますが、解体マシンを使った分解に
比べて手作業はたいへんです。例えば、空調機器ではフロンなどの冷

媒も適正な処理をしなければ
なりませんから、分解のしやす
さは重要です。
山本）津山工場は産廃物
の量はそれほどではありません。
鉄が多く、他はアルミと銅です。
それらをいかに減らすかは、製
造部門と設計部門との連携
もあり、以前に比べると削減さ
れていると思います。また、可
能な限り分別していかに有価
になるかを検討しています。
丹野）資源を有効に使うとい
う意味では、梱包形態を簡

易化して出荷することも重要ですね。廃棄物を減らすために、より薄手
のビニールで製品を包んで輸送試験を行うなど、津山工場での屋
外試験で品質を確認しました。また、先ほど山本さんが言ったトラック
への積載についても設計側の仕事でもあり、トラックの荷台スペースを
調べた上で製品図面を作成しています。
安養寺）設置現場に届く製品は、昔は木枠梱包が主流でしたが、
梱包を解いた後の木枠の処理に苦労しました。今は、プラスチックだ
けの梱包になり、出されるゴミが廃プラスチック類だけなので現場では
助かっています。
太田）見学時にもご説明しましたが、解体時に出た資材はなるべく

純度の高い状態で引き
取ってもらえば会社の利
益にもつながります。また、
取引業者さんにも専門分
野があるので、事前に取り
決めたフローでできるだけ
効率良くリサイクル・販売
していただくなど、正しい循
環型社会の構築に貢献するのも私たちの使命だと考えています。
安養寺）この座談会の冒頭に心痛む不法投棄問題の話がありまし
たが、産廃物処理委託業者を適切に選ぶことを第一に考えなけれ
ばなりません。
丹野）テレビや洗濯機などの解体・分別ラインも見学しましたが、私た
ちがつくっている製品は、特に冷媒回収がたいへんだと感じました。今
日の見学を通じて、リユースの設計も念頭に、今後改善の余地がある
部分も見えてきた気がします。リサイクルに関しては、分解しやすく作業
の軽減につながるもの、分別しやすいものを考えて設計を心がけます。
山本）今回の見学で驚いたのは、津山工場で働いている人よりも、こ
ちらの工場でリサイクルのために作業する方々が多いことです。手作
業も含め、膨大な工数の実態を目の当たりにし、製造部門の者として
考えさせられました。モノづくりに携わる人は、製品のライフサイクルの
最終段階をしっかり認識すべきだと思います。単なる破砕・分別だけ
ではなく、技術や経験が生かされていることを実感しました。

安養寺）私も冷媒を回収する作業のたいへんさを感じ、工事現場で
できる限り冷媒を抜いて処理業者に回すべきだ、と感じました。時間は
かかりますが、技術的には可能なので実行していきたいと思います。
太田）昔から「限りある資源」と言われてきましたが、国内では資源
の循環が満足にできていない時代に法律ができ、その中で動き始め
たのが資源の有効活用です。未来の地球環境ははっきりと見えませ
んが、見ようとする姿勢を示して環境問題と対峙していけば、きっと何
かを残していけると思っています。

計と製造が連携しないといけません。また、コンパクト化で他社製品より
も優位性が増し、営業部門は歓迎していますが、保守サービス部門
から要求が出ていることも真摯に受け止め、限られたスペースの中でい
かに作業効率を向上させるかを、設計段階でも試行錯誤しています。
山本）製造現場では、端材削減以外にも工夫を取り入れています。
一つ目は梱包材の削減です。二つ目はパレットをリユース化し、再利
用を希望するところに有価で譲るようにしました。また、発送時の形態
ではトラックへの積載方法を工夫し、効率的な輸送ができるよう指示
をしています。これは輸送費の削減にもつながります。

安養寺）当社は、昨
年実績で工事込みの
設置案件が約4,300
件あり、それらは概ね1
～2日の作業になります。
その際に元請け案件
で排出された産廃物
について、現場所轄の

行政機関に報告の義務があるわけですが、今までの紙マニフェスト
（産業廃棄物管理票）から電子マニフェストの導入を図っています。
太田）そもそもマニフェスト制度とは、排出事業者が産廃物の処理を
委託する際、その種類、数量、運搬業者名、処理業者名などを記入
し、業者から業者へ、産廃物とともにマニフェストを渡しながら処理の
流れを確認するしくみです。それぞれの段階において、処理の後に排
出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取る
ことで、委託内容どおりに産廃物が処理されたことを確認でき、不法
投棄を未然に防ぐことが狙いです。
安養寺）紙マニフェストは7枚綴りの用紙に記入し、作業が進むと紙
が順に戻ってきます。仮に戻らない場合は、産廃物処理委託業者に
連絡して確認することになっています。この流れを、インターネットを介し
て電子化することで、管理業務、集計や比較分析、紛失や記入漏
れがない、ペーパーレス化の実現、データの改ざん防止など、多くのメ
リットが出てきます。しかし、パソコン入力に不慣れな方が多く、現場で
はスムーズな移行が図れていません。
太田）東芝キヤリアさんの場合は工事が主なので、現場でのマニ
フェストの交付が難しくなる事情がありますね。一気に電子化を進める
と現場の混乱は避けられないでしょうから、皆が電子化のメリットを享
受できるように地道に浸透させるのが良いかもしれません。6月の廃掃
法改正でも電子マニフェストの強化推進が盛り込まれていますので、
東芝グループ全体としても推し進めていくことになると思います。
丹野）我々設計部門には、設置現場の事情まではなかなか伝わっ
てきませんが、安養寺さんのお話を伺っていると、産廃物の処理委託
に関してさまざまな苦労が頭に浮かんできます。具体的に取り入れて
いる工夫はあるのですか。
安養寺）はい。効率的に廃棄物を収集するため、例えば、協力店の
倉庫の一部を借りてコンテナを設置し、そこに再利用品を集めて分
別したり、収集運搬業の許可を持っている配管業者さんに依頼し、

中間施設に直接運搬しても
らったりしています。
山本）会社として、まとめて
一ヵ所に出せればよいというこ
とも聞いたことがあります。東
芝グループ内の会社で成功
例もあるようですね。工夫して
より良い方法を実践すればよ
いと思いますが、何よりも遵法意識が大切だと思います。
太田）工事現場での内部規約の遵法は必須です。私たちは、契約
書、許可書、マニフェストを三種の神器と定義して、何度も教育を繰り
返します。現場では責任が生まれる以上、確実に自分のものにしてもら
いたいと思います。私はこの教育活動を24年間続け、延べ5,000人に
徹底して覚えてもらいました。さまざまな条件を加味した内容の勉強
会ですから、きっと役立っているはずです。

丹野）自分が設計している大形チラー製品は1m×3.3mほどあり、重
量も重いですから軽量化も大きなテーマの一つです。また、工場での組
立作業性を考え、あえて分割した設計にした方が、解体時における人
手による分解作業も楽なのではないかと思いました。製品を完成させる
までの「つくりやすさ」が、使用後の「分解のしやすさ」にも連動し、総合
的な視点で製品のライフサイクルを考える必要があると実感しました。
太田）もちろん、簡単に解体できると現場の作業効率は上がるし、より

製品のライフサイクルを考え、
資源有効活用に貢献する
製品のライフサイクルを考え、
資源有効活用に貢献する

資源有効活用に関する、法規や、
大形製品の設計・製造段階における
取り組みなど、各業務分野で
思うことをお聞かせください。

Determine a Product Life Cycle and Contribute to the Effective Use of Resources 
考虑产品使用寿命周期，促进资源有效利用

特集①「環境すごろく」のステージ4では、製品の企画・設計段階からユーザーが製品を使用した後、最終的に
リサイクルされるまでを解説しました。このような製品ライフサイクルでは、随所に資源の有効活用が行われています。
そこで、東芝キヤリアが提供する製品のうち、資源の有効活用に関して最も影響のある大形製品にフォーカスし、
設計、製造、製品全般の据え付け工事部門のメンバーに集まってもらい、東芝環境ソリューション株式会社の
リサイクル工場を見学した後、リサイクル分野のスペシャリストを交えて座談会を行いました。

東芝環境ソリューション
では、マテリアルリサイ
クルをしっかりできるよ
う、人の手による選別と
機械による選別を適宜行
い、資源の有効活用に貢
献しています。長年にわ
たり、家電4製品の解体・
リサイクルを行ってきましたが、2009年ごろから薄型テレビ
にも対応しています。また、今後2030年ごろをめどに太陽光
パネルの廃棄も加速することが予想されます。既に数万枚の
実績を培うとともに、さらなる体制強化を目指しています。他
にも、SCiB電池と組み合わせて発電・蓄電を模索するなど、東
芝グループの技術と知見を生かし、リユースを含めた各種提
案・コンサルティングを実践しています。

特集

座談会座談会
東芝環境ソリューション（株） 会社紹介

て し ま
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製品の設置工事時に出る廃棄物処理を
はじめとした遵法推進リーダーです。
1998年から現場で出たすべての産業廃
棄物のマニフェストへの情報記載が義務
付けられ、現在、紙から電子化への動き
が加速していることから、製品の設置現
場での電子化に取り組んでいます。

東芝キヤリア株式会社
サービス・工事企画部安養寺 靖彦

あん　よう　 じ　　 やす  ひこ

津山工場は、掛川開発センターで開発・
設計されたUSXをはじめとする大形熱
源機の製造を行っており、環境と工務
の両方を担当しています。当工場は、約
25万㎡の敷地面積のうち約53%の緑
化率があり、環境保全活動が盛んな自
然豊かな工場です。

東芝キヤリア株式会社
津山工場
津山生産企画部山本 孝

やま　もと　 たかし

省エネを実現する大形熱源機の開発
リーダーとして、掛川開発センターで設
計を担当しています。当センターは東
芝キヤリアの主要開発拠点で、富士・津
山の両製造工場と連携するとともに、
各種環境活動にも積極的に取り組んで
います。

東芝グループの各事業所から出される
廃棄物について、リサイクルを推進す
るのが主な業務です。神奈川県産業廃
棄物協会のメンバーでもあり、環境法
規関連のスペシャリストとして、廃棄物
処理法などの環境教育を東芝グループ
内外などで行っています。

東芝キヤリア株式会社
掛川開発センター
熱源設計部丹野 英樹

たん　の　　 ひで　 き

東芝環境ソリューション株式会社
リユース・リサイクル事業部太田 智

おお　た　　さとし

太田）製品のライフサイクルを考えた場合、資源の有効活用に関す
るさまざまな法規制をしっかり知っておく必要があると思います。例えば、
香川県豊島の産廃不法投棄事件や、某外食チェーンが廃棄委託
した業者の冷凍カツ横流し事件は、守るべき法律があるにもかかわら
ず、自分たちの利益だけを追求しようとして、環境や健康を無視した
悪質極まりない事件に発展しました。リサイクルの道が整えられても、リ
サイクル推進を装い、このような事件が起きてしまうのは悲しいことです。
山本）おっしゃるような違法行為は、確かに目に余るものがあります。
先ほどリサイクル工場で作業の現場を見て感じたのですが、産廃業
者の手間はたいへんだと思います。製品の部品構成が単純で、解
体の処理工程が短いほど作業はもっと簡易化されるでしょう。しかし、
製品をつくる立場からすると、製品の品質や他社と比べた優位性を
追求するので、必ずしもそのようにできないところがあります。特に、最近
は製品のコンパクト化が求められていますから尚更です。
丹野）私が設計している大形
チラーもどんどんコンパクト化が
進み、据付面積の省スペース
化で他社との競争が激しく
なっています。製品をコンパクト
にすることは、必要なモノが狭
いスペースに詰まっていること

ですから、メンテナンスも、解体
時の分別もやりにくい状態にな
りがちです。家電品の解体ライ
ンを見学させていただきました
が、設計者として分別のしや
すさも考慮しなければならない
とあらためて思いました。また、
保守作業のしやすさも考慮しなければなりません。
太田）廃棄物として持ち込まれた機械などを破砕すると、主に鉄、ア
ルミ、ステンレスに分かれますが、簡単には見分けがつきません。磁石
や特殊な装置を使い、比重の違いなどで分別しますが、経験値や能
力が求められます。この能力のレベルアップが、リサイクルの精度を高
めることにつながります。製品の構成要素が簡素化すれば、作業の
効率化も図れると思います。
安養寺）現場で製品の設置作業を行う場合、製品がコンパクトにな
れば軽量化されて作業に余裕が出てきます。反対に保守サービスで
は、製品の中で部品交換作業を行うことが難しくなります。鏡を使って
裏側を確認するなどいろいろと工夫し、保守作業員は見落としが無
いように丁寧に作業を行っています。
山本）確かに製品がコンパクトになる前は構造も今ほど複雑ではなく、
保守作業でも不具合の箇所を見つけやすかったと思います。今は、
製造現場でとにかく資源を有効に使うことを心がけ、私がいる津山工
場でも端材を少なくするように、部品を切り出す鉄板のサイズを臨機
応変に変えています。同様に、設計側にも製造時の部材が効率良く
取れるようにしてもらっています。
丹野）工場でのつくりやすさは当然コストにも反映されることなので、設

細かい分別が容易にできれば資源の有効活用にもつながります。見
学してお分かりいただけたと思いますが、解体マシンを使った分解に
比べて手作業はたいへんです。例えば、空調機器ではフロンなどの冷

媒も適正な処理をしなければ
なりませんから、分解のしやす
さは重要です。
山本）津山工場は産廃物
の量はそれほどではありません。
鉄が多く、他はアルミと銅です。
それらをいかに減らすかは、製
造部門と設計部門との連携
もあり、以前に比べると削減さ
れていると思います。また、可
能な限り分別していかに有価
になるかを検討しています。
丹野）資源を有効に使うとい
う意味では、梱包形態を簡

易化して出荷することも重要ですね。廃棄物を減らすために、より薄手
のビニールで製品を包んで輸送試験を行うなど、津山工場での屋
外試験で品質を確認しました。また、先ほど山本さんが言ったトラック
への積載についても設計側の仕事でもあり、トラックの荷台スペースを
調べた上で製品図面を作成しています。
安養寺）設置現場に届く製品は、昔は木枠梱包が主流でしたが、
梱包を解いた後の木枠の処理に苦労しました。今は、プラスチックだ
けの梱包になり、出されるゴミが廃プラスチック類だけなので現場では
助かっています。
太田）見学時にもご説明しましたが、解体時に出た資材はなるべく

純度の高い状態で引き
取ってもらえば会社の利
益にもつながります。また、
取引業者さんにも専門分
野があるので、事前に取り
決めたフローでできるだけ
効率良くリサイクル・販売
していただくなど、正しい循
環型社会の構築に貢献するのも私たちの使命だと考えています。
安養寺）この座談会の冒頭に心痛む不法投棄問題の話がありまし
たが、産廃物処理委託業者を適切に選ぶことを第一に考えなけれ
ばなりません。
丹野）テレビや洗濯機などの解体・分別ラインも見学しましたが、私た
ちがつくっている製品は、特に冷媒回収がたいへんだと感じました。今
日の見学を通じて、リユースの設計も念頭に、今後改善の余地がある
部分も見えてきた気がします。リサイクルに関しては、分解しやすく作業
の軽減につながるもの、分別しやすいものを考えて設計を心がけます。
山本）今回の見学で驚いたのは、津山工場で働いている人よりも、こ
ちらの工場でリサイクルのために作業する方々が多いことです。手作
業も含め、膨大な工数の実態を目の当たりにし、製造部門の者として
考えさせられました。モノづくりに携わる人は、製品のライフサイクルの
最終段階をしっかり認識すべきだと思います。単なる破砕・分別だけ
ではなく、技術や経験が生かされていることを実感しました。

安養寺）私も冷媒を回収する作業のたいへんさを感じ、工事現場で
できる限り冷媒を抜いて処理業者に回すべきだ、と感じました。時間は
かかりますが、技術的には可能なので実行していきたいと思います。
太田）昔から「限りある資源」と言われてきましたが、国内では資源
の循環が満足にできていない時代に法律ができ、その中で動き始め
たのが資源の有効活用です。未来の地球環境ははっきりと見えませ
んが、見ようとする姿勢を示して環境問題と対峙していけば、きっと何
かを残していけると思っています。

計と製造が連携しないといけません。また、コンパクト化で他社製品より
も優位性が増し、営業部門は歓迎していますが、保守サービス部門
から要求が出ていることも真摯に受け止め、限られたスペースの中でい
かに作業効率を向上させるかを、設計段階でも試行錯誤しています。
山本）製造現場では、端材削減以外にも工夫を取り入れています。
一つ目は梱包材の削減です。二つ目はパレットをリユース化し、再利
用を希望するところに有価で譲るようにしました。また、発送時の形態
ではトラックへの積載方法を工夫し、効率的な輸送ができるよう指示
をしています。これは輸送費の削減にもつながります。

安養寺）当社は、昨
年実績で工事込みの
設置案件が約4,300
件あり、それらは概ね1
～2日の作業になります。
その際に元請け案件
で排出された産廃物
について、現場所轄の

行政機関に報告の義務があるわけですが、今までの紙マニフェスト
（産業廃棄物管理票）から電子マニフェストの導入を図っています。
太田）そもそもマニフェスト制度とは、排出事業者が産廃物の処理を
委託する際、その種類、数量、運搬業者名、処理業者名などを記入
し、業者から業者へ、産廃物とともにマニフェストを渡しながら処理の
流れを確認するしくみです。それぞれの段階において、処理の後に排
出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取る
ことで、委託内容どおりに産廃物が処理されたことを確認でき、不法
投棄を未然に防ぐことが狙いです。
安養寺）紙マニフェストは7枚綴りの用紙に記入し、作業が進むと紙
が順に戻ってきます。仮に戻らない場合は、産廃物処理委託業者に
連絡して確認することになっています。この流れを、インターネットを介し
て電子化することで、管理業務、集計や比較分析、紛失や記入漏
れがない、ペーパーレス化の実現、データの改ざん防止など、多くのメ
リットが出てきます。しかし、パソコン入力に不慣れな方が多く、現場で
はスムーズな移行が図れていません。
太田）東芝キヤリアさんの場合は工事が主なので、現場でのマニ
フェストの交付が難しくなる事情がありますね。一気に電子化を進める
と現場の混乱は避けられないでしょうから、皆が電子化のメリットを享
受できるように地道に浸透させるのが良いかもしれません。6月の廃掃
法改正でも電子マニフェストの強化推進が盛り込まれていますので、
東芝グループ全体としても推し進めていくことになると思います。
丹野）我々設計部門には、設置現場の事情まではなかなか伝わっ
てきませんが、安養寺さんのお話を伺っていると、産廃物の処理委託
に関してさまざまな苦労が頭に浮かんできます。具体的に取り入れて
いる工夫はあるのですか。
安養寺）はい。効率的に廃棄物を収集するため、例えば、協力店の
倉庫の一部を借りてコンテナを設置し、そこに再利用品を集めて分
別したり、収集運搬業の許可を持っている配管業者さんに依頼し、

中間施設に直接運搬しても
らったりしています。
山本）会社として、まとめて
一ヵ所に出せればよいというこ
とも聞いたことがあります。東
芝グループ内の会社で成功
例もあるようですね。工夫して
より良い方法を実践すればよ
いと思いますが、何よりも遵法意識が大切だと思います。
太田）工事現場での内部規約の遵法は必須です。私たちは、契約
書、許可書、マニフェストを三種の神器と定義して、何度も教育を繰り
返します。現場では責任が生まれる以上、確実に自分のものにしてもら
いたいと思います。私はこの教育活動を24年間続け、延べ5,000人に
徹底して覚えてもらいました。さまざまな条件を加味した内容の勉強
会ですから、きっと役立っているはずです。

丹野）自分が設計している大形チラー製品は1m×3.3mほどあり、重
量も重いですから軽量化も大きなテーマの一つです。また、工場での組
立作業性を考え、あえて分割した設計にした方が、解体時における人
手による分解作業も楽なのではないかと思いました。製品を完成させる
までの「つくりやすさ」が、使用後の「分解のしやすさ」にも連動し、総合
的な視点で製品のライフサイクルを考える必要があると実感しました。
太田）もちろん、簡単に解体できると現場の作業効率は上がるし、より

製品のライフサイクルを考え、
資源有効活用に貢献する
製品のライフサイクルを考え、
資源有効活用に貢献する

資源有効活用に関する、法規や、
大形製品の設計・製造段階における
取り組みなど、各業務分野で
思うことをお聞かせください。

Determine a Product Life Cycle and Contribute to the Effective Use of Resources 
考虑产品使用寿命周期，促进资源有效利用

特集①「環境すごろく」のステージ4では、製品の企画・設計段階からユーザーが製品を使用した後、最終的に
リサイクルされるまでを解説しました。このような製品ライフサイクルでは、随所に資源の有効活用が行われています。
そこで、東芝キヤリアが提供する製品のうち、資源の有効活用に関して最も影響のある大形製品にフォーカスし、
設計、製造、製品全般の据え付け工事部門のメンバーに集まってもらい、東芝環境ソリューション株式会社の
リサイクル工場を見学した後、リサイクル分野のスペシャリストを交えて座談会を行いました。

東芝環境ソリューション
では、マテリアルリサイ
クルをしっかりできるよ
う、人の手による選別と
機械による選別を適宜行
い、資源の有効活用に貢
献しています。長年にわ
たり、家電4製品の解体・
リサイクルを行ってきましたが、2009年ごろから薄型テレビ
にも対応しています。また、今後2030年ごろをめどに太陽光
パネルの廃棄も加速することが予想されます。既に数万枚の
実績を培うとともに、さらなる体制強化を目指しています。他
にも、SCiB電池と組み合わせて発電・蓄電を模索するなど、東
芝グループの技術と知見を生かし、リユースを含めた各種提
案・コンサルティングを実践しています。
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東芝環境ソリューション（株） 会社紹介
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太田）製品のライフサイクルを考えた場合、資源の有効活用に関す
るさまざまな法規制をしっかり知っておく必要があると思います。例えば、
香川県豊島の産廃不法投棄事件や、某外食チェーンが廃棄委託
した業者の冷凍カツ横流し事件は、守るべき法律があるにもかかわら
ず、自分たちの利益だけを追求しようとして、環境や健康を無視した
悪質極まりない事件に発展しました。リサイクルの道が整えられても、リ
サイクル推進を装い、このような事件が起きてしまうのは悲しいことです。
山本）おっしゃるような違法行為は、確かに目に余るものがあります。
先ほどリサイクル工場で作業の現場を見て感じたのですが、産廃業
者の手間はたいへんだと思います。製品の部品構成が単純で、解
体の処理工程が短いほど作業はもっと簡易化されるでしょう。しかし、
製品をつくる立場からすると、製品の品質や他社と比べた優位性を
追求するので、必ずしもそのようにできないところがあります。特に、最近
は製品のコンパクト化が求められていますから尚更です。
丹野）私が設計している大形
チラーもどんどんコンパクト化が
進み、据付面積の省スペース
化で他社との競争が激しく
なっています。製品をコンパクト
にすることは、必要なモノが狭
いスペースに詰まっていること

ですから、メンテナンスも、解体
時の分別もやりにくい状態にな
りがちです。家電品の解体ライ
ンを見学させていただきました
が、設計者として分別のしや
すさも考慮しなければならない
とあらためて思いました。また、
保守作業のしやすさも考慮しなければなりません。
太田）廃棄物として持ち込まれた機械などを破砕すると、主に鉄、ア
ルミ、ステンレスに分かれますが、簡単には見分けがつきません。磁石
や特殊な装置を使い、比重の違いなどで分別しますが、経験値や能
力が求められます。この能力のレベルアップが、リサイクルの精度を高
めることにつながります。製品の構成要素が簡素化すれば、作業の
効率化も図れると思います。
安養寺）現場で製品の設置作業を行う場合、製品がコンパクトにな
れば軽量化されて作業に余裕が出てきます。反対に保守サービスで
は、製品の中で部品交換作業を行うことが難しくなります。鏡を使って
裏側を確認するなどいろいろと工夫し、保守作業員は見落としが無
いように丁寧に作業を行っています。
山本）確かに製品がコンパクトになる前は構造も今ほど複雑ではなく、
保守作業でも不具合の箇所を見つけやすかったと思います。今は、
製造現場でとにかく資源を有効に使うことを心がけ、私がいる津山工
場でも端材を少なくするように、部品を切り出す鉄板のサイズを臨機
応変に変えています。同様に、設計側にも製造時の部材が効率良く
取れるようにしてもらっています。
丹野）工場でのつくりやすさは当然コストにも反映されることなので、設

細かい分別が容易にできれば資源の有効活用にもつながります。見
学してお分かりいただけたと思いますが、解体マシンを使った分解に
比べて手作業はたいへんです。例えば、空調機器ではフロンなどの冷

媒も適正な処理をしなければ
なりませんから、分解のしやす
さは重要です。
山本）津山工場は産廃物
の量はそれほどではありません。
鉄が多く、他はアルミと銅です。
それらをいかに減らすかは、製
造部門と設計部門との連携
もあり、以前に比べると削減さ
れていると思います。また、可
能な限り分別していかに有価
になるかを検討しています。
丹野）資源を有効に使うとい
う意味では、梱包形態を簡

易化して出荷することも重要ですね。廃棄物を減らすために、より薄手
のビニールで製品を包んで輸送試験を行うなど、津山工場での屋
外試験で品質を確認しました。また、先ほど山本さんが言ったトラック
への積載についても設計側の仕事でもあり、トラックの荷台スペースを
調べた上で製品図面を作成しています。
安養寺）設置現場に届く製品は、昔は木枠梱包が主流でしたが、
梱包を解いた後の木枠の処理に苦労しました。今は、プラスチックだ
けの梱包になり、出されるゴミが廃プラスチック類だけなので現場では
助かっています。
太田）見学時にもご説明しましたが、解体時に出た資材はなるべく

純度の高い状態で引き
取ってもらえば会社の利
益にもつながります。また、
取引業者さんにも専門分
野があるので、事前に取り
決めたフローでできるだけ
効率良くリサイクル・販売
していただくなど、正しい循
環型社会の構築に貢献するのも私たちの使命だと考えています。
安養寺）この座談会の冒頭に心痛む不法投棄問題の話がありまし
たが、産廃物処理委託業者を適切に選ぶことを第一に考えなけれ
ばなりません。
丹野）テレビや洗濯機などの解体・分別ラインも見学しましたが、私た
ちがつくっている製品は、特に冷媒回収がたいへんだと感じました。今
日の見学を通じて、リユースの設計も念頭に、今後改善の余地がある
部分も見えてきた気がします。リサイクルに関しては、分解しやすく作業
の軽減につながるもの、分別しやすいものを考えて設計を心がけます。
山本）今回の見学で驚いたのは、津山工場で働いている人よりも、こ
ちらの工場でリサイクルのために作業する方々が多いことです。手作
業も含め、膨大な工数の実態を目の当たりにし、製造部門の者として
考えさせられました。モノづくりに携わる人は、製品のライフサイクルの
最終段階をしっかり認識すべきだと思います。単なる破砕・分別だけ
ではなく、技術や経験が生かされていることを実感しました。

安養寺）私も冷媒を回収する作業のたいへんさを感じ、工事現場で
できる限り冷媒を抜いて処理業者に回すべきだ、と感じました。時間は
かかりますが、技術的には可能なので実行していきたいと思います。
太田）昔から「限りある資源」と言われてきましたが、国内では資源
の循環が満足にできていない時代に法律ができ、その中で動き始め
たのが資源の有効活用です。未来の地球環境ははっきりと見えませ
んが、見ようとする姿勢を示して環境問題と対峙していけば、きっと何
かを残していけると思っています。

計と製造が連携しないといけません。また、コンパクト化で他社製品より
も優位性が増し、営業部門は歓迎していますが、保守サービス部門
から要求が出ていることも真摯に受け止め、限られたスペースの中でい
かに作業効率を向上させるかを、設計段階でも試行錯誤しています。
山本）製造現場では、端材削減以外にも工夫を取り入れています。
一つ目は梱包材の削減です。二つ目はパレットをリユース化し、再利
用を希望するところに有価で譲るようにしました。また、発送時の形態
ではトラックへの積載方法を工夫し、効率的な輸送ができるよう指示
をしています。これは輸送費の削減にもつながります。

安養寺）当社は、昨
年実績で工事込みの
設置案件が約4,300
件あり、それらは概ね1
～2日の作業になります。
その際に元請け案件
で排出された産廃物
について、現場所轄の

行政機関に報告の義務があるわけですが、今までの紙マニフェスト
（産業廃棄物管理票）から電子マニフェストの導入を図っています。
太田）そもそもマニフェスト制度とは、排出事業者が産廃物の処理を
委託する際、その種類、数量、運搬業者名、処理業者名などを記入
し、業者から業者へ、産廃物とともにマニフェストを渡しながら処理の
流れを確認するしくみです。それぞれの段階において、処理の後に排
出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取る
ことで、委託内容どおりに産廃物が処理されたことを確認でき、不法
投棄を未然に防ぐことが狙いです。
安養寺）紙マニフェストは7枚綴りの用紙に記入し、作業が進むと紙
が順に戻ってきます。仮に戻らない場合は、産廃物処理委託業者に
連絡して確認することになっています。この流れを、インターネットを介し
て電子化することで、管理業務、集計や比較分析、紛失や記入漏
れがない、ペーパーレス化の実現、データの改ざん防止など、多くのメ
リットが出てきます。しかし、パソコン入力に不慣れな方が多く、現場で
はスムーズな移行が図れていません。
太田）東芝キヤリアさんの場合は工事が主なので、現場でのマニ
フェストの交付が難しくなる事情がありますね。一気に電子化を進める
と現場の混乱は避けられないでしょうから、皆が電子化のメリットを享
受できるように地道に浸透させるのが良いかもしれません。6月の廃掃
法改正でも電子マニフェストの強化推進が盛り込まれていますので、
東芝グループ全体としても推し進めていくことになると思います。
丹野）我々設計部門には、設置現場の事情まではなかなか伝わっ
てきませんが、安養寺さんのお話を伺っていると、産廃物の処理委託
に関してさまざまな苦労が頭に浮かんできます。具体的に取り入れて
いる工夫はあるのですか。
安養寺）はい。効率的に廃棄物を収集するため、例えば、協力店の
倉庫の一部を借りてコンテナを設置し、そこに再利用品を集めて分
別したり、収集運搬業の許可を持っている配管業者さんに依頼し、

中間施設に直接運搬しても
らったりしています。
山本）会社として、まとめて
一ヵ所に出せればよいというこ
とも聞いたことがあります。東
芝グループ内の会社で成功
例もあるようですね。工夫して
より良い方法を実践すればよ
いと思いますが、何よりも遵法意識が大切だと思います。
太田）工事現場での内部規約の遵法は必須です。私たちは、契約
書、許可書、マニフェストを三種の神器と定義して、何度も教育を繰り
返します。現場では責任が生まれる以上、確実に自分のものにしてもら
いたいと思います。私はこの教育活動を24年間続け、延べ5,000人に
徹底して覚えてもらいました。さまざまな条件を加味した内容の勉強
会ですから、きっと役立っているはずです。

丹野）自分が設計している大形チラー製品は1m×3.3mほどあり、重
量も重いですから軽量化も大きなテーマの一つです。また、工場での組
立作業性を考え、あえて分割した設計にした方が、解体時における人
手による分解作業も楽なのではないかと思いました。製品を完成させる
までの「つくりやすさ」が、使用後の「分解のしやすさ」にも連動し、総合
的な視点で製品のライフサイクルを考える必要があると実感しました。
太田）もちろん、簡単に解体できると現場の作業効率は上がるし、より

産業廃棄物（産廃物）の不法投棄などを
未然に防ぐマニフェスト、その電子化推進に
あたりご意見をお聞かせください。

東芝キヤリアがつくる製品が、世の中に出てか
らリサイクル工場に引き取られるまで、15年以

上の歳月を要します。企画・設計、製造、設置・保守に取り組
む場合、この15年以上という長いライフサイクルを考えて、
それぞれの立場で仕事と向き合う必要があります。法令遵
守を確実にし、設置現場の声やリサイクル工場の声を踏ま
えて、まずは廃棄物を削減（リデュース）するための設計と製
造を心がけ、次のステップでは再利用（リユース）、再生利用
（リサイクル）のしやすさを追求していくことが、持続可能な
社会の構築に大いに寄与できると考えます。資源の有効活
用は欠かせないテーマであることを実感する座談会でした。

リサイクル工場を見学して感じたこと、
今後の業務に生かしていきたいことなどを
お聞かせください。

まとめ

銅線などは取り出し、まとめてリサイクル業者へ

回収されたフロン（R401A）

電子マニフェストの画面

分別され整然と並べられた部材
解体した資材から不純物を取り除いた状態にして
からリサイクル業者に引き渡し

多くの人の手作業で解体されるさまざまな部材

リサイクル工場内にて（後ろは冷蔵庫の解体ライン）
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太田）製品のライフサイクルを考えた場合、資源の有効活用に関す
るさまざまな法規制をしっかり知っておく必要があると思います。例えば、
香川県豊島の産廃不法投棄事件や、某外食チェーンが廃棄委託
した業者の冷凍カツ横流し事件は、守るべき法律があるにもかかわら
ず、自分たちの利益だけを追求しようとして、環境や健康を無視した
悪質極まりない事件に発展しました。リサイクルの道が整えられても、リ
サイクル推進を装い、このような事件が起きてしまうのは悲しいことです。
山本）おっしゃるような違法行為は、確かに目に余るものがあります。
先ほどリサイクル工場で作業の現場を見て感じたのですが、産廃業
者の手間はたいへんだと思います。製品の部品構成が単純で、解
体の処理工程が短いほど作業はもっと簡易化されるでしょう。しかし、
製品をつくる立場からすると、製品の品質や他社と比べた優位性を
追求するので、必ずしもそのようにできないところがあります。特に、最近
は製品のコンパクト化が求められていますから尚更です。
丹野）私が設計している大形
チラーもどんどんコンパクト化が
進み、据付面積の省スペース
化で他社との競争が激しく
なっています。製品をコンパクト
にすることは、必要なモノが狭
いスペースに詰まっていること

ですから、メンテナンスも、解体
時の分別もやりにくい状態にな
りがちです。家電品の解体ライ
ンを見学させていただきました
が、設計者として分別のしや
すさも考慮しなければならない
とあらためて思いました。また、
保守作業のしやすさも考慮しなければなりません。
太田）廃棄物として持ち込まれた機械などを破砕すると、主に鉄、ア
ルミ、ステンレスに分かれますが、簡単には見分けがつきません。磁石
や特殊な装置を使い、比重の違いなどで分別しますが、経験値や能
力が求められます。この能力のレベルアップが、リサイクルの精度を高
めることにつながります。製品の構成要素が簡素化すれば、作業の
効率化も図れると思います。
安養寺）現場で製品の設置作業を行う場合、製品がコンパクトにな
れば軽量化されて作業に余裕が出てきます。反対に保守サービスで
は、製品の中で部品交換作業を行うことが難しくなります。鏡を使って
裏側を確認するなどいろいろと工夫し、保守作業員は見落としが無
いように丁寧に作業を行っています。
山本）確かに製品がコンパクトになる前は構造も今ほど複雑ではなく、
保守作業でも不具合の箇所を見つけやすかったと思います。今は、
製造現場でとにかく資源を有効に使うことを心がけ、私がいる津山工
場でも端材を少なくするように、部品を切り出す鉄板のサイズを臨機
応変に変えています。同様に、設計側にも製造時の部材が効率良く
取れるようにしてもらっています。
丹野）工場でのつくりやすさは当然コストにも反映されることなので、設

細かい分別が容易にできれば資源の有効活用にもつながります。見
学してお分かりいただけたと思いますが、解体マシンを使った分解に
比べて手作業はたいへんです。例えば、空調機器ではフロンなどの冷

媒も適正な処理をしなければ
なりませんから、分解のしやす
さは重要です。
山本）津山工場は産廃物
の量はそれほどではありません。
鉄が多く、他はアルミと銅です。
それらをいかに減らすかは、製
造部門と設計部門との連携
もあり、以前に比べると削減さ
れていると思います。また、可
能な限り分別していかに有価
になるかを検討しています。
丹野）資源を有効に使うとい
う意味では、梱包形態を簡

易化して出荷することも重要ですね。廃棄物を減らすために、より薄手
のビニールで製品を包んで輸送試験を行うなど、津山工場での屋
外試験で品質を確認しました。また、先ほど山本さんが言ったトラック
への積載についても設計側の仕事でもあり、トラックの荷台スペースを
調べた上で製品図面を作成しています。
安養寺）設置現場に届く製品は、昔は木枠梱包が主流でしたが、
梱包を解いた後の木枠の処理に苦労しました。今は、プラスチックだ
けの梱包になり、出されるゴミが廃プラスチック類だけなので現場では
助かっています。
太田）見学時にもご説明しましたが、解体時に出た資材はなるべく

純度の高い状態で引き
取ってもらえば会社の利
益にもつながります。また、
取引業者さんにも専門分
野があるので、事前に取り
決めたフローでできるだけ
効率良くリサイクル・販売
していただくなど、正しい循
環型社会の構築に貢献するのも私たちの使命だと考えています。
安養寺）この座談会の冒頭に心痛む不法投棄問題の話がありまし
たが、産廃物処理委託業者を適切に選ぶことを第一に考えなけれ
ばなりません。
丹野）テレビや洗濯機などの解体・分別ラインも見学しましたが、私た
ちがつくっている製品は、特に冷媒回収がたいへんだと感じました。今
日の見学を通じて、リユースの設計も念頭に、今後改善の余地がある
部分も見えてきた気がします。リサイクルに関しては、分解しやすく作業
の軽減につながるもの、分別しやすいものを考えて設計を心がけます。
山本）今回の見学で驚いたのは、津山工場で働いている人よりも、こ
ちらの工場でリサイクルのために作業する方々が多いことです。手作
業も含め、膨大な工数の実態を目の当たりにし、製造部門の者として
考えさせられました。モノづくりに携わる人は、製品のライフサイクルの
最終段階をしっかり認識すべきだと思います。単なる破砕・分別だけ
ではなく、技術や経験が生かされていることを実感しました。

安養寺）私も冷媒を回収する作業のたいへんさを感じ、工事現場で
できる限り冷媒を抜いて処理業者に回すべきだ、と感じました。時間は
かかりますが、技術的には可能なので実行していきたいと思います。
太田）昔から「限りある資源」と言われてきましたが、国内では資源
の循環が満足にできていない時代に法律ができ、その中で動き始め
たのが資源の有効活用です。未来の地球環境ははっきりと見えませ
んが、見ようとする姿勢を示して環境問題と対峙していけば、きっと何
かを残していけると思っています。

計と製造が連携しないといけません。また、コンパクト化で他社製品より
も優位性が増し、営業部門は歓迎していますが、保守サービス部門
から要求が出ていることも真摯に受け止め、限られたスペースの中でい
かに作業効率を向上させるかを、設計段階でも試行錯誤しています。
山本）製造現場では、端材削減以外にも工夫を取り入れています。
一つ目は梱包材の削減です。二つ目はパレットをリユース化し、再利
用を希望するところに有価で譲るようにしました。また、発送時の形態
ではトラックへの積載方法を工夫し、効率的な輸送ができるよう指示
をしています。これは輸送費の削減にもつながります。

安養寺）当社は、昨
年実績で工事込みの
設置案件が約4,300
件あり、それらは概ね1
～2日の作業になります。
その際に元請け案件
で排出された産廃物
について、現場所轄の

行政機関に報告の義務があるわけですが、今までの紙マニフェスト
（産業廃棄物管理票）から電子マニフェストの導入を図っています。
太田）そもそもマニフェスト制度とは、排出事業者が産廃物の処理を
委託する際、その種類、数量、運搬業者名、処理業者名などを記入
し、業者から業者へ、産廃物とともにマニフェストを渡しながら処理の
流れを確認するしくみです。それぞれの段階において、処理の後に排
出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取る
ことで、委託内容どおりに産廃物が処理されたことを確認でき、不法
投棄を未然に防ぐことが狙いです。
安養寺）紙マニフェストは7枚綴りの用紙に記入し、作業が進むと紙
が順に戻ってきます。仮に戻らない場合は、産廃物処理委託業者に
連絡して確認することになっています。この流れを、インターネットを介し
て電子化することで、管理業務、集計や比較分析、紛失や記入漏
れがない、ペーパーレス化の実現、データの改ざん防止など、多くのメ
リットが出てきます。しかし、パソコン入力に不慣れな方が多く、現場で
はスムーズな移行が図れていません。
太田）東芝キヤリアさんの場合は工事が主なので、現場でのマニ
フェストの交付が難しくなる事情がありますね。一気に電子化を進める
と現場の混乱は避けられないでしょうから、皆が電子化のメリットを享
受できるように地道に浸透させるのが良いかもしれません。6月の廃掃
法改正でも電子マニフェストの強化推進が盛り込まれていますので、
東芝グループ全体としても推し進めていくことになると思います。
丹野）我々設計部門には、設置現場の事情まではなかなか伝わっ
てきませんが、安養寺さんのお話を伺っていると、産廃物の処理委託
に関してさまざまな苦労が頭に浮かんできます。具体的に取り入れて
いる工夫はあるのですか。
安養寺）はい。効率的に廃棄物を収集するため、例えば、協力店の
倉庫の一部を借りてコンテナを設置し、そこに再利用品を集めて分
別したり、収集運搬業の許可を持っている配管業者さんに依頼し、

中間施設に直接運搬しても
らったりしています。
山本）会社として、まとめて
一ヵ所に出せればよいというこ
とも聞いたことがあります。東
芝グループ内の会社で成功
例もあるようですね。工夫して
より良い方法を実践すればよ
いと思いますが、何よりも遵法意識が大切だと思います。
太田）工事現場での内部規約の遵法は必須です。私たちは、契約
書、許可書、マニフェストを三種の神器と定義して、何度も教育を繰り
返します。現場では責任が生まれる以上、確実に自分のものにしてもら
いたいと思います。私はこの教育活動を24年間続け、延べ5,000人に
徹底して覚えてもらいました。さまざまな条件を加味した内容の勉強
会ですから、きっと役立っているはずです。

丹野）自分が設計している大形チラー製品は1m×3.3mほどあり、重
量も重いですから軽量化も大きなテーマの一つです。また、工場での組
立作業性を考え、あえて分割した設計にした方が、解体時における人
手による分解作業も楽なのではないかと思いました。製品を完成させる
までの「つくりやすさ」が、使用後の「分解のしやすさ」にも連動し、総合
的な視点で製品のライフサイクルを考える必要があると実感しました。
太田）もちろん、簡単に解体できると現場の作業効率は上がるし、より

産業廃棄物（産廃物）の不法投棄などを
未然に防ぐマニフェスト、その電子化推進に
あたりご意見をお聞かせください。

東芝キヤリアがつくる製品が、世の中に出てか
らリサイクル工場に引き取られるまで、15年以

上の歳月を要します。企画・設計、製造、設置・保守に取り組
む場合、この15年以上という長いライフサイクルを考えて、
それぞれの立場で仕事と向き合う必要があります。法令遵
守を確実にし、設置現場の声やリサイクル工場の声を踏ま
えて、まずは廃棄物を削減（リデュース）するための設計と製
造を心がけ、次のステップでは再利用（リユース）、再生利用
（リサイクル）のしやすさを追求していくことが、持続可能な
社会の構築に大いに寄与できると考えます。資源の有効活
用は欠かせないテーマであることを実感する座談会でした。

リサイクル工場を見学して感じたこと、
今後の業務に生かしていきたいことなどを
お聞かせください。

まとめ

銅線などは取り出し、まとめてリサイクル業者へ

回収されたフロン（R401A）

電子マニフェストの画面

分別され整然と並べられた部材
解体した資材から不純物を取り除いた状態にして
からリサイクル業者に引き渡し

多くの人の手作業で解体されるさまざまな部材

リサイクル工場内にて（後ろは冷蔵庫の解体ライン）

特集 座談会座談会
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製品紹介① 工場ソリューション
Environment Activity Report   环保活动报告環境活動報告

Product  Highlights① Factory solutions / 产品介绍①工厂解决方案

可搬式USX

エアーカーテンの吹き出し口 乾燥工程の様子

屋上設置の様子

津山工場での設置の様子

タグチ工業さまでの導入の様子

USX EDGE
RUA-UP511H

HWC-WH6701

RPA－ZAP1121H

CAONS700

CAONS45

CAONS140

お客さまのさまざまなニーズに合った、最適なトータルソリューショ ンをご提案します 提供适应于用户各种需求的最佳综合解决方案
Offers suitable total solutions to meet customers’ various needs

Universal Smart X （USX）  /  通用智能型X（USX）空调热源机
ユニバーサルスマートX（USX） 空調から産業プロセス用途まで対応可能な熱源機です。このシリーズは、国内外で各賞を受賞

するなど高く評価され、業界約40％のシェアを達成しました。このたび新型コンプレッサーを搭
載し、業界トップクラスの省エネ性能をさらに強化した「USX EDGEシリーズ」が誕生しました。

CAONSシリーズは3タイプあり、その中でCAONS700
タイプは、業界初、出湯温度90℃までのお湯の供給が可
能です。高温が求められる加熱殺菌工程洗浄などの生産
工程で使用されています。蒸気ボイラーと比較しCO2排
出量を削減しました。プロペラファンに再生プラスチック
を採用しています。

室内ユニットの個別分散設置により、狙ったエリアの効率的
な空調を実現します。工場などでは既設の柱を利用すること
で設置スペースが削減でき、レイアウト変更に伴うダクト工
事も不要です。作業者に対するスポット空調管理が可能で、
快適な作業環境と省エネ性を実現します。

FLEXAIR(Spot and Zone Air-Conditioning Systems) / FLEXAIR(定点和区域空调系统)

CAONSシリーズ
CAONS Series / CAONS系列

工場や温泉施設などでは、使用されていな
い40℃以下の「低温熱」があります。その
廃熱を熱回収CAONSで再利用すること
で、50℃～85℃の「中・高温熱」が必要な乾
燥／加熱工程への供給が可能になり、地球
温暖化抑制に貢献することができます。

熱回収CAONS
Heat Recovery Type Heat Pump CAONS / 热回收型CAONS

事例
5

東芝キヤリア（株）
津山工場（岡山県）

工場内の環境改善として、作業エリアの一角に
FLEXAIR（4柱×2方向）を設置しました。ダクト
レスで、すっきりとした設置空間です。津山工場
では、FLEXAIRによるゾーン内外で環境の違い
が体感できます。

事例
6

（株）タグチ工業
久米工場さま

建設機械の油圧ショベル専用アタッチメント開
発の工場で、工場内の温度管理を行う空調シス
テムとして導入いただきました。製品精度と生産
設備の安定稼働を実現し、ダクトレスのため採
光も妨げず、労働環境も大幅に改善することが
できました。

事例
3

東芝キヤリア（株）
富士工場（静岡県）

建屋出入り口に設置されている断熱用エアー
カーテンの熱源用として設置しました。従来の工
場蒸気からCAONSによる温水（80～90℃）に変
更しました。従来に比べて、燃料費およびCO2排
出量の削減で大きな効果を上げています。

廃熱を回収したエネルギー利用例事例
4

（株）西山製作所
秋田工場さま（秋田県）

銅管メーカーの、乾燥工程における燃焼式のジェッ
トヒーターからの切り替え事例です。冬期の寒冷
地でも安定した温風供給を実現し、洗浄した銅管
を乾燥させる効率、生産性と品質の安定に貢献し
ています。また、ランニングコストの削減と作業環
境の改善にもつながりました。

事例
1

東芝キヤリア（株）
掛川開発センター（静岡県）

大形機器開発試験設備用として設置しました。従来
のチラーとボイラーによる水温制御から、USXによ
る水温制御に変更し、要求温度追従性が大幅に向
上しました。さらに、移動式にしたことで必要な場所
への移動にも柔軟に対応し、限られたスペースの有
効活用と設備投資の抑制を実現しています。

事例
2

ホテルコンソルト
新大阪さま（大阪府）

ビジネスホテルにおけるガス吸収式冷温水機から
のエネルギー転換を含む熱源更新事例です。客室
など、建物全体での大幅な省エネ・ランニングコス
ト削減のほか、モジュールごとのバックアップ運転
による停止リスク低減と、保守作業の手間とコスト
の大幅削減を実現しました。

エクセレント

ECP

エクセレント

ECP

エクセレント

ECP

FLEXAIR
（スポット・ゾーン空調システム）

ターボ冷凍機で大気中に放熱されていた
冷却系統の廃熱を回収して温水を生成

その他の機種

電線被覆やラベル材料内に
含有されるポリ塩化ビニル
（PVC）の削減

PVC
削減

※1 基準機種（2000年）との比較　※２ 基準機種（2002年） との比較　※3 基準機種（2004年）との比較

VOC
削減

（コンプ）

粉体塗装コンプレッサー
採用による揮発性有機
化合物（VOC）の削減

VOC
削減

（筐体）

塗装などに起因する
揮発性有機化合物
（VOC）の削減

資源有効
活用

本体軽量 化や
水削減

再生プラ
再生プラ スチック
の使用

年間
CO2排出量
○%
削減

年間CO2排出量の
削減比率

冷媒
対応

地球温暖化係数の
低い冷媒の採用

資源有効活用地球温暖化抑制

化学物質管理

VOC
削減

（筐体）

VOC
削減

（コンプ）

年間
CO2排出量

45%
削減※1

VOC
削減

（コンプ）

年間
CO2排出量

62%
削減※1

PVC
削減

再生プラ

VOC
削減

（コンプ）

年間
CO2排出量

45%
削減※1

PVC
削減

再生プラ

年間
CO2排出量

43%
削減※1

VOC
削減

（コンプ）

再生プラ

PVC
削減

VOC
削減

（筐体）

第18回 
Energy Winner Award
グリーン機器部門
Winner賞（韓国）
(USX3で受賞)

平成２７年度省エネ大賞
省エネルギーセンター
会長賞（日本）
(USX3で受賞)
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エクセレント

ECP

エクセレント

ECP

FLEXAIR
（スポット・ゾーン空調システム）

ターボ冷凍機で大気中に放熱されていた
冷却系統の廃熱を回収して温水を生成

その他の機種

電線被覆やラベル材料内に
含有されるポリ塩化ビニル
（PVC）の削減

PVC
削減

※1 基準機種（2000年）との比較　※２ 基準機種（2002年） との比較　※3 基準機種（2004年）との比較

VOC
削減

（コンプ）

粉体塗装コンプレッサー
採用による揮発性有機
化合物（VOC）の削減

VOC
削減
（筐体）

塗装などに起因する
揮発性有機化合物
（VOC）の削減

資源有効
活用

本体軽量 化や
水削減

再生プラ
再生プラ スチック
の使用

年間
CO2排出量
○%
削減

年間CO2排出量の
削減比率

冷媒
対応

地球温暖化係数の
低い冷媒の採用

資源有効活用地球温暖化抑制

化学物質管理

VOC
削減

（筐体）

VOC
削減

（コンプ）

年間
CO2排出量

45%
削減※1

VOC
削減

（コンプ）

年間
CO2排出量

62%
削減※1

PVC
削減

再生プラ

VOC
削減

（コンプ）

年間
CO2排出量

45%
削減※1

PVC
削減

再生プラ

年間
CO2排出量

43%
削減※1

VOC
削減

（コンプ）

再生プラ

PVC
削減

VOC
削減

（筐体）

第18回 
Energy Winner Award
グリーン機器部門
Winner賞（韓国）
(USX3で受賞)

平成２７年度省エネ大賞
省エネルギーセンター
会長賞（日本）
(USX3で受賞)
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MMY-MAP2206HT8P

HWH-X465HA

DVP-TD14CLDT

SH-321DES

HWS-P1104HR-E

RA1000A4F-100Cの断面図

AUS-
A14077

RDA-SAP2241HT

室外機と室内機が一体で、しかも室外に
設置するので室内スペースを有効活用で
き、時間を問わず保守・点検作業が可能で
す。コンビニエンスストアなどの24時間
営業の店舗や、工場、農業用ハウスなどで
使用され
ています。

パソコンやタブレットで「電力の見える
化」が可能です。お風呂のお湯を「銀イ
オン」で「きれいなお湯」に維持し、水
の使用量を節減できます。CO2冷媒
を採用し、地球温暖化抑制に貢献して
います。

一つの換気扇で複数の空間を24時間
同時換気できる換気扇です。業界トップ
クラスの低消費電力を実現し、「両吸入
ファン」の採用で大風量化と低騒音化を
両立しました。PVC不使用ラベルを採用
しています。

グローバル市場での多様なローカル
フィットニーズを実現したシリーズです。
従来機種に比べ約20%の軽量化と、熱
交換器の性能向上やファン形状の最適
化でトップクラスの省エネ性能を実現し、
各賞を受賞しました。

代表的な環境調和型製品を紹介します
Here are our key environment-friendly products / 为您介绍代表性的环保产品

ビル用マルチ空調システム
複数の空間を同時に空調制御できるシステムです

SMMS-eシリーズ

Multiple Air Conditioning Systems for Buildings / 楼宇多空间空调系统

設備用パッケージエアコン
設備や工場などさまざまな空間に対応する空調機です

シングルエース

Packaged Air Conditioners for Facilities / 设备用一体化空调

国内向けヒートポンプ給湯機
家庭用・業務用の幅広い給湯用途に応えるラインナップがあります

ESTIAプレミアムシリーズ

Heat Pump Water Heaters for Japanese Customers / 国内热泵供给热水机

換気機器
住宅用から業務用・産業用まで幅広いラインナップがあります

多室ダクト用換気扇

Ventilators / 通风设备

店舗・オフィス用カスタムエアコン
店舗・オフィスなどの比較的小規模空間のための空調機です

スーパーパワーエコゴールド
省エネ型普及機タイプで、空間に合った室内
機を選べます。室外機用ファンの再生プラス
チック利用で資源を有効活用し、製造工程で
のVOC削減、電線の一部をPVC不使用に変
更するなど化学物質削減も行っています。

Customized Air Conditioners for Shops and Offices / 商店和办公室定制空调

コールドチェーン機器
生産地から消費者の手にわたるまで、食品などの鮮度を保ちます

3Faceインバーターショーケース
食品や飲料用ショーケースとして、スーパー
マーケットやコンビニエンスストアで使用され
ています。業界トップレベルの省エネ性能を
実現し、商品を3方向から取り出せます。冷媒
にCO2を採用し、地球温暖化抑制に貢献して
います。

Cold Chain Equipment / 冷链设备

海外向けヒートポンプ給湯機
効率良くつくった温水を利用して部屋の暖房を行います

Air to water給湯機
－25℃までの寒冷地でも安定した
給湯運転を実現し、最高60℃までの
出湯が可能です。また、室外機用
ファンに再生プラスチックの採用で、
資源の有効活用に貢献しています。

Heat Pump Water Heaters for Overseas Customers / 海外热泵供给热水机

コンプレッサー
ヒートポンプ機器の心臓部としてさまざまな機器に搭載されています

A4ロータリーコンプレッサー
ユニバーサルスマートＸEDGEシリーズ搭
載の世界最大容量ロータリーコンプレッ
サーです。新吐出構造により定格性能向上
を図るとともに、高効率モーターで能力可変
レンジ全体の高効率化を実現しています。

Compressors / 压缩机

エクセレント

ECP
エクセレント

ECP

エクセレント

ECP
エクセレント

ECP

エクセレント

ECP
エクセレント

ECP

エクセレント

ECP
エクセレント

ECP

資源有効
活用

年間
CO2排出量

48%
削減※1

資源有効
活用

年間
CO2排出量

62%
削減※1

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
CO2排出量

55%
削減※1

PVC
削減

VOC
削減

（コンプ）
再生プラ

年間
CO2排出量

17%
削減※1

VOC
削減

（コンプ）

再生プラ
年間

CO2排出量

51%
削減※1

冷媒
対応 資源有効

活用

年間
CO2排出量

56%
削減※3

年間
CO2排出量

64%
削減※2

PVC
削減

冷媒
対応

年間
CO2排出量

30%
削減※1
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室外機と室内機が一体で、しかも室外に
設置するので室内スペースを有効活用で
き、時間を問わず保守・点検作業が可能で
す。コンビニエンスストアなどの24時間
営業の店舗や、工場、農業用ハウスなどで
使用され
ています。

パソコンやタブレットで「電力の見える
化」が可能です。お風呂のお湯を「銀イ
オン」で「きれいなお湯」に維持し、水
の使用量を節減できます。CO2冷媒
を採用し、地球温暖化抑制に貢献して
います。

一つの換気扇で複数の空間を24時間
同時換気できる換気扇です。業界トップ
クラスの低消費電力を実現し、「両吸入
ファン」の採用で大風量化と低騒音化を
両立しました。PVC不使用ラベルを採用
しています。

グローバル市場での多様なローカル
フィットニーズを実現したシリーズです。
従来機種に比べ約20%の軽量化と、熱
交換器の性能向上やファン形状の最適
化でトップクラスの省エネ性能を実現し、
各賞を受賞しました。

代表的な環境調和型製品を紹介します
Here are our key environment-friendly products / 为您介绍代表性的环保产品

ビル用マルチ空調システム
複数の空間を同時に空調制御できるシステムです

SMMS-eシリーズ

Multiple Air Conditioning Systems for Buildings / 楼宇多空间空调系统

設備用パッケージエアコン
設備や工場などさまざまな空間に対応する空調機です

シングルエース

Packaged Air Conditioners for Facilities / 设备用一体化空调

国内向けヒートポンプ給湯機
家庭用・業務用の幅広い給湯用途に応えるラインナップがあります

ESTIAプレミアムシリーズ

Heat Pump Water Heaters for Japanese Customers / 国内热泵供给热水机

換気機器
住宅用から業務用・産業用まで幅広いラインナップがあります

多室ダクト用換気扇

Ventilators / 通风设备

店舗・オフィス用カスタムエアコン
店舗・オフィスなどの比較的小規模空間のための空調機です

スーパーパワーエコゴールド
省エネ型普及機タイプで、空間に合った室内
機を選べます。室外機用ファンの再生プラス
チック利用で資源を有効活用し、製造工程で
のVOC削減、電線の一部をPVC不使用に変
更するなど化学物質削減も行っています。

Customized Air Conditioners for Shops and Offices / 商店和办公室定制空调

コールドチェーン機器
生産地から消費者の手にわたるまで、食品などの鮮度を保ちます

3Faceインバーターショーケース
食品や飲料用ショーケースとして、スーパー
マーケットやコンビニエンスストアで使用され
ています。業界トップレベルの省エネ性能を
実現し、商品を3方向から取り出せます。冷媒
にCO2を採用し、地球温暖化抑制に貢献して
います。

Cold Chain Equipment / 冷链设备

海外向けヒートポンプ給湯機
効率良くつくった温水を利用して部屋の暖房を行います

Air to water給湯機
－25℃までの寒冷地でも安定した
給湯運転を実現し、最高60℃までの
出湯が可能です。また、室外機用
ファンに再生プラスチックの採用で、
資源の有効活用に貢献しています。

Heat Pump Water Heaters for Overseas Customers / 海外热泵供给热水机

コンプレッサー
ヒートポンプ機器の心臓部としてさまざまな機器に搭載されています

A4ロータリーコンプレッサー
ユニバーサルスマートＸEDGEシリーズ搭
載の世界最大容量ロータリーコンプレッ
サーです。新吐出構造により定格性能向上
を図るとともに、高効率モーターで能力可変
レンジ全体の高効率化を実現しています。

Compressors / 压缩机
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エクセレント

ECP
エクセレント

ECP
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インターネット

調達
取引先
さま

データが
あることを
メールで連絡取引情報

物質
情報物質情報

リクエスト

暗号
化 暗号化

東芝
キヤリア

物質情報回答

製品系化学物質管理システム「G-sys Ⅱ」

累積認定数

当年度の認定数

エクセレントECP製品 年度別登録件数

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016（年度）

3
2

9

4

12

8

2
5 7

16
20

32

40 7

47

R448冷媒機種
（インバーター冷凍機）

R32冷媒機種
（ウルトラパワーエコ）

荷姿

展開状態

３R事例紹介（リターナブル段ボール）

新冷媒機種

Reduce（材料の削減）では、省資源化の推進により2016年度は同等の機
器能力について新製品が従来品に置き換わった場合を推定すると、材料重量
約8,212ｔの削減となりました。Reuse（再利用）では、新冷媒機器を取り付ける場
合に既存の冷媒配管を使用する配管洗浄キットを採用したり、冷凍機のサイク
ル部品を提供する際、リターナブル段ボールを利用したりしています。また、
Recycle（再生利用）では、再生プラスチックを利用した部品の採用や、ねじの
本数を削減することで解体のしやすさを検討しています。

Efforts to Develop Products Aiming at Effective Use of Resources (3R) / 努力开发有效利用资源（3R）的产品
資源有効活用（3R）に配慮した製品開発の取り組み

「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」という環境面の3要
素に対して、主要環境性能No.1、またはオンリーワンの製品は、（株）東芝から「エク
セレントECP」に認定されています。東芝キヤリアグループは、2009年度に2製品が
認定されてから毎年認定数が拡大しており、2016年度は7製品が新規に認定され
ました。現在は、全部で47製品となり、売上高に対する比率は50%を超えています。

A Growing Number of Our Products Certified as Excellent ECPs / 进一步增加极优 ECP 认证数量
エクセレントECPの認定数がさらに拡大

東芝キヤリアグループが提供する機器は、製品のライフサイクルを考えた場合、
使用時におけるCO2排出量が最も多く、90%以上を占めています。「使用時」の
エネルギー起源CO2排出量の削減を考慮した省エネルギー機種を提供してい
くことは必須です。2016年度は、最新の技術を取り入れた新製品が従来品に
置き換わった場合を推定すると、約80万t-CO2削減となりました。また、CO2換算
係数の小さい新冷媒を使用し、高効率の機器を順次開発しています。

Efforts to Curb the Impact of Global Warming through Our Products / 努力遏制产品产生的地球温室效应
製品における地球温暖化抑制への取り組み

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba.co.jp/env/jp/products/ecp_j.htm

web

製品の創出とその製造過程においての環境負荷低減を目指し、
国内外の遵法・管理体制を強化しています
我们正在加强国内外的守法与管理体系，旨在减少产品创造和制造过程中的环境负荷

We establish a management system to achieve better compliance with laws and regulations in Japan and 
other countries with an aim to reduce environmental impacts in creating a product, including its manufacturing process

化学物質に関する法規が各国に拡大していることから、製品を輸出するために
は、法規の遵守がいっそう求められるようになりました。特にRoHS指令は、欧州を
はじめとして、アジアやその他の国 に々も拡大し、6種類の化学物質※の含有濃度
を規制しています。REACH規則は、年々高懸念物質（SVHC）の数が拡大し、
現在では170物質を超えました。それらへの対応として、2007年度からサプライ
ヤーさまからの化学物質情報を収集するITシステムを稼働しています。さらに昨
年度は、そのシステムを充実させた「G-sysⅡ」の使用を開始しました。

Efforts to Comply with Tighter Regulations on Chemicals in Products / 努力加强对产品化学物质的规定
製品系化学物質の規制強化に対応する取り組み

※鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ビフェニルエーテル
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※1 3つのGreenについては右記ホームページを参照ください。http://www.toshiba.co.jp/env/jp/vision/plan5_j.htm
※2 東芝グループの第５次環境アクションプランの目標値を採用しています。（廃棄物総発生量削減は独自目標）
※3 事業に伴い生じる副産物やそのほかの発生するすべて（総発生量）に対する各種処理後の埋立処分量の比率

＜集計対象会社＞： 8社…   東芝キヤリア（株）、東芝キヤリアエンジニアリング＆ライフサポート（株）、富士東芝キヤリアプロダクツ（株）、富士冷熱工業（株）、
東芝キヤリア タイ社、TCFGコンプレッサ（タイ）社、東芝開利空調（中国）有限公司、東芝開利空調販売（上海）有限公司

Green of Process 指標 2016年度
目標 実績 評価 まとめ

地球温暖化抑制 温室効果ガス総排出量削減
（1990年度基準） 51％ 56％ ○

＋5％
LED照明化、空調機の高効率化、生産設備改善などの
省エネ改善を積極的に推進し目標を達成しました。

資源有効活用

廃棄物総発生量削減
（2000年度基準） 32％ 41％ ◎

＋9％
廃棄物抑制施策や発生源管理強化　
などで総発生量が削減されました。

廃棄物最終処分率※3 グループ全体で
0.5％未満

 0.13％ ◎
－0.37％

廃棄物の再資源化推進により　　　　　　　
目標を達成しました。

化学物質管理 大気・水域への総排出量の削減
（2000年度基準） 80％ 91％ ◎ 

＋11％
ボイラーの燃料転換などにより
排出量削減を実施しました。

Green Management 指標 2016年度
目標 実績 評価 まとめ

生物多様性保全 調査／指標選定／測定実施 測定実施率
100％ 

測定実施率
100％ ○ 富士： 調査／指標選定／測定実施済

津山： 調査／指標選定／測定実施済

2016年度東芝キヤリアグループ環境アクションプラン※2

Green of Product 指標 2016年度
目標 実績 評価 まとめ

エクセレントECP 売上高拡大
（P16参照） 売上高比率 45％ 60％ ◎

＋15％ 新たに７製品が認定され、目標を達成しました。

東芝キヤリアグループ環境推進体制

法令遵守・リスク管理工場・開発センター
事業プロセス環境推進活動支社・支店・事務所
製品・サービス環境推進活動
環境コミュニケーション活動海外関係会社

環境経営

環境推進責任者
地球環境会議

国内関係会社

本 社

環境推進室

環境推進職域責任者

環境経営責任者

環境監査の様子（TCAC）

異常想定訓練の様子（TCFG）

「グローバル環境パトロール」の様子（TCTC）

表彰式の様子

新入社員への環境教育

東芝キヤリアグループでは、外部認証機関からの監査を受け、国内3拠点、
海外3拠点※でISO14001認証を取得しています。また、内部監査では東芝環
境監査のスキームで「環境経営監査」「サイト監査」「製品技術監査」を実施
しています。現在までにサイト監査員11名、製品技術監査員15名、地域監査員
6名が（株）東芝から認定されています。2018年9月からは新ISO14001への移行
が求められているため、準備を進めています。

ISO14001 Certification and Environmental Audit / ISO14001 认证和环境审核
ISO14001認証と環境監査

※ 富士工場（富士冷熱工業（株）、東芝キヤリアエンジニアリング&ライフサポート（株）、富士東芝キヤリアプロダクツ（株）含む）／
　 津山工場／掛川開発センター／東芝キヤリア タイ社／TCFGコンプレッサ（タイ）社／東芝開利空調（中国）有限公司

国内外合わせて環境関連法規の数は多く、しかも改正が頻繁に行われるた
め、内容をいち早く把握して対応することが重要です。地域によってもその内容が
異なるため、拠点ごとに関連法規の改正情報を随時入手し対応しています。また、
拠点幹部を含むメンバーが拠点内の環境パトロールを行うほか、環境会議を開
催して遵法管理を行っています。さらに、環境リスクの高い施設では、従業員によ
る異常想定訓練を実施し、問題の早期発見と解決に取り組んでいます。

Regulatory Compliance Management in Each Operating Site / 各基地的守法管理
各拠点の遵法管理

国内外で製造活動が拡大する中、各国の法令遵守や、製造や開発分野で
環境リスクのある拠点については、リスクの撲滅を最重要課題として2016年度
から環境推進担当責任者が「グローバル環境パトロール」を実施しています。現
地を訪問して確認し、内部監査による指摘があった場合はアフターフォローを行
います。また、拠点特有の課題についても、環境推進責任者と話し合いながら迅
速かつ確実に対応ができるよう支援しています。

Toshiba Carrier Group “Global Environmental Patrol” / 东芝开利集团 “全球环境巡查”
東芝キヤリアグループ「グローバル環境パトロール」

「社会・環境報告書2016」について、環境省と一般財団法人地球・人間環
境フォーラムが主催する「第20回環境コミュニケーション大賞（優良賞）」を受賞
しました。また、津山工場の環境工務担当グループ長の山本孝が、長年の中国
地区の工場における省エネルギー施策などの功績が称えられ、「平成28年度 
エネルギー管理功績者 中国経済産業局長賞」を受賞しました。受賞とともに、
中国地区4県で津山工場の取り組みについて紹介しました。

Assessment by Outside Parties / 来自外界的评价
外部からの評価

毎年１回、グループ全体の環境教育を行うとともに、新入社員、一般社員、役
職者、技術者、環境施設取り扱い者について、役割に応じた階層別、業務別教
育も実施しています。環境問題を身近に認識し、各自が環境に配慮した日常業
務を遂行できるような環境教育を目指しています。2017年度の新入社員教育で
は、座学のほか、工場内の適正な廃棄物処理の様子やビオトープなどを見学し、
職場や家庭において自身ができることを「マイecoチャレンジ」として宣言しました。

Environmental Training for Employees / 环境人才培训
環境人材育成

※「第6次環境アクションプラン」については、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/index_j.htm

web

「東芝キヤリアグループ環境基本方針」に基づいた活動の具体的な計画と
実績を確認するため、半期に一度「東芝キヤリアグループ地球環境会議」を開
催しています。ここでは、「環境経営責任者」である東芝キヤリア社長が任命した
「環境推進責任者」「環境推進副責任者」「環境推進担当責任者」「環境
推進職域責任者」「環境推進サイト責任者」のほか、関係会社社長が出席し、
計画と実績を報告するとともに、グループ内における課題を共有しています。

Organizational Structure / 环境推进体制
環境推進体制

東芝グループと連携し、2012年度から2016年度まで「第5次環境アクションプラン」を進めてきました。その結果、2016年度
は下表3つの「Green※1」の全項目で目標を達成しました。東芝グループは、2017年度からは「第6次環境アクションプラン」
として「Business」「Management」の領域で「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」「生物多様性保全」
の目標を掲げています。東芝キヤリアグループは、「エクセレントECPの拡大」をそれらの目標に加えて活動していきます。

Environmental Action Plan / 环境行动计划
環境アクションプラン

事業のグローバル化で環境調和型製品の製造が拡大する中、モノづくりでも
環境負荷を最小限に抑える取り組みを進めています。環境3要素の「地球温暖
化抑制」は、パリ協定の目標達成を念頭に各拠点で施策を展開しています。今
年度のテーマである「資源有効活用」に関しては、調達時を含めた製造過程で
さまざまな工夫を取り入れています。さらに「化学物質管理」では、IT管理システム
「TOCACHEF」を海外拠点にも順次展開し、使用する化学物質を確実に管理
しています。また、環境法令の遵守と環境リスクの撲滅はこれらの活動の基盤に
なっており、内部監査や環境パトロールを強化しています。

Environmental Vision / 环境愿景
環境ビジョン

環境推進責任者
執行役員（生産統括責任者）　塩野 稔

しお　の　　みのる

17 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017 18東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017む難しくはないよ だって スイッチ消すだけだもの（富士／さすらいの環境人）　う打ち水で 冷やそう温度 簡単省エネ（関係会社／山下 まゆみ）



環境経営
Environment Activity Report   环保活动报告環境活動報告

Environmental Management  环境经营

※1 3つのGreenについては右記ホームページを参照ください。http://www.toshiba.co.jp/env/jp/vision/plan5_j.htm
※2 東芝グループの第５次環境アクションプランの目標値を採用しています。（廃棄物総発生量削減は独自目標）
※3 事業に伴い生じる副産物やそのほかの発生するすべて（総発生量）に対する各種処理後の埋立処分量の比率

＜集計対象会社＞： 8社…   東芝キヤリア（株）、東芝キヤリアエンジニアリング＆ライフサポート（株）、富士東芝キヤリアプロダクツ（株）、富士冷熱工業（株）、
東芝キヤリア タイ社、TCFGコンプレッサ（タイ）社、東芝開利空調（中国）有限公司、東芝開利空調販売（上海）有限公司

Green of Process 指標 2016年度
目標 実績 評価 まとめ

地球温暖化抑制 温室効果ガス総排出量削減
（1990年度基準） 51％ 56％ ○

＋5％
LED照明化、空調機の高効率化、生産設備改善などの
省エネ改善を積極的に推進し目標を達成しました。

資源有効活用

廃棄物総発生量削減
（2000年度基準） 32％ 41％ ◎

＋9％
廃棄物抑制施策や発生源管理強化　
などで総発生量が削減されました。

廃棄物最終処分率※3 グループ全体で
0.5％未満

 0.13％ ◎
－0.37％

廃棄物の再資源化推進により　　　　　　　
目標を達成しました。

化学物質管理 大気・水域への総排出量の削減
（2000年度基準） 80％ 91％ ◎ 

＋11％
ボイラーの燃料転換などにより
排出量削減を実施しました。

Green Management 指標 2016年度
目標 実績 評価 まとめ

生物多様性保全 調査／指標選定／測定実施 測定実施率
100％ 

測定実施率
100％ ○ 富士： 調査／指標選定／測定実施済

津山： 調査／指標選定／測定実施済

2016年度東芝キヤリアグループ環境アクションプラン※2

Green of Product 指標 2016年度
目標 実績 評価 まとめ

エクセレントECP 売上高拡大
（P16参照） 売上高比率 45％ 60％ ◎

＋15％ 新たに７製品が認定され、目標を達成しました。

東芝キヤリアグループ環境推進体制

法令遵守・リスク管理工場・開発センター
事業プロセス環境推進活動支社・支店・事務所
製品・サービス環境推進活動
環境コミュニケーション活動海外関係会社

環境経営

環境推進責任者
地球環境会議

国内関係会社

本 社

環境推進室

環境推進職域責任者

環境経営責任者

環境監査の様子（TCAC）

異常想定訓練の様子（TCFG）

「グローバル環境パトロール」の様子（TCTC）

表彰式の様子

新入社員への環境教育

東芝キヤリアグループでは、外部認証機関からの監査を受け、国内3拠点、
海外3拠点※でISO14001認証を取得しています。また、内部監査では東芝環
境監査のスキームで「環境経営監査」「サイト監査」「製品技術監査」を実施
しています。現在までにサイト監査員11名、製品技術監査員15名、地域監査員
6名が（株）東芝から認定されています。2018年9月からは新ISO14001への移行
が求められているため、準備を進めています。

ISO14001 Certification and Environmental Audit / ISO14001 认证和环境审核
ISO14001認証と環境監査

※ 富士工場（富士冷熱工業（株）、東芝キヤリアエンジニアリング&ライフサポート（株）、富士東芝キヤリアプロダクツ（株）含む）／
　 津山工場／掛川開発センター／東芝キヤリア タイ社／TCFGコンプレッサ（タイ）社／東芝開利空調（中国）有限公司

国内外合わせて環境関連法規の数は多く、しかも改正が頻繁に行われるた
め、内容をいち早く把握して対応することが重要です。地域によってもその内容が
異なるため、拠点ごとに関連法規の改正情報を随時入手し対応しています。また、
拠点幹部を含むメンバーが拠点内の環境パトロールを行うほか、環境会議を開
催して遵法管理を行っています。さらに、環境リスクの高い施設では、従業員によ
る異常想定訓練を実施し、問題の早期発見と解決に取り組んでいます。

Regulatory Compliance Management in Each Operating Site / 各基地的守法管理
各拠点の遵法管理

国内外で製造活動が拡大する中、各国の法令遵守や、製造や開発分野で
環境リスクのある拠点については、リスクの撲滅を最重要課題として2016年度
から環境推進担当責任者が「グローバル環境パトロール」を実施しています。現
地を訪問して確認し、内部監査による指摘があった場合はアフターフォローを行
います。また、拠点特有の課題についても、環境推進責任者と話し合いながら迅
速かつ確実に対応ができるよう支援しています。

Toshiba Carrier Group “Global Environmental Patrol” / 东芝开利集团 “全球环境巡查”
東芝キヤリアグループ「グローバル環境パトロール」

「社会・環境報告書2016」について、環境省と一般財団法人地球・人間環
境フォーラムが主催する「第20回環境コミュニケーション大賞（優良賞）」を受賞
しました。また、津山工場の環境工務担当グループ長の山本孝が、長年の中国
地区の工場における省エネルギー施策などの功績が称えられ、「平成28年度 
エネルギー管理功績者 中国経済産業局長賞」を受賞しました。受賞とともに、
中国地区4県で津山工場の取り組みについて紹介しました。

Assessment by Outside Parties / 来自外界的评价
外部からの評価

毎年１回、グループ全体の環境教育を行うとともに、新入社員、一般社員、役
職者、技術者、環境施設取り扱い者について、役割に応じた階層別、業務別教
育も実施しています。環境問題を身近に認識し、各自が環境に配慮した日常業
務を遂行できるような環境教育を目指しています。2017年度の新入社員教育で
は、座学のほか、工場内の適正な廃棄物処理の様子やビオトープなどを見学し、
職場や家庭において自身ができることを「マイecoチャレンジ」として宣言しました。

Environmental Training for Employees / 环境人才培训
環境人材育成

※「第6次環境アクションプラン」については、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/index_j.htm

web

「東芝キヤリアグループ環境基本方針」に基づいた活動の具体的な計画と
実績を確認するため、半期に一度「東芝キヤリアグループ地球環境会議」を開
催しています。ここでは、「環境経営責任者」である東芝キヤリア社長が任命した
「環境推進責任者」「環境推進副責任者」「環境推進担当責任者」「環境
推進職域責任者」「環境推進サイト責任者」のほか、関係会社社長が出席し、
計画と実績を報告するとともに、グループ内における課題を共有しています。

Organizational Structure / 环境推进体制
環境推進体制

東芝グループと連携し、2012年度から2016年度まで「第5次環境アクションプラン」を進めてきました。その結果、2016年度
は下表3つの「Green※1」の全項目で目標を達成しました。東芝グループは、2017年度からは「第6次環境アクションプラン」
として「Business」「Management」の領域で「地球温暖化抑制」「資源有効活用」「化学物質管理」「生物多様性保全」
の目標を掲げています。東芝キヤリアグループは、「エクセレントECPの拡大」をそれらの目標に加えて活動していきます。

Environmental Action Plan / 环境行动计划
環境アクションプラン

事業のグローバル化で環境調和型製品の製造が拡大する中、モノづくりでも
環境負荷を最小限に抑える取り組みを進めています。環境3要素の「地球温暖
化抑制」は、パリ協定の目標達成を念頭に各拠点で施策を展開しています。今
年度のテーマである「資源有効活用」に関しては、調達時を含めた製造過程で
さまざまな工夫を取り入れています。さらに「化学物質管理」では、IT管理システム
「TOCACHEF」を海外拠点にも順次展開し、使用する化学物質を確実に管理
しています。また、環境法令の遵守と環境リスクの撲滅はこれらの活動の基盤に
なっており、内部監査や環境パトロールを強化しています。

Environmental Vision / 环境愿景
環境ビジョン

環境推進責任者
執行役員（生産統括責任者）　塩野 稔

しお　の　　みのる
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③トップランナー変圧器

④ハイブリッド気化装置

①木製パレットを再利用した家、学校の机などに有効活用

③焼却灰をセメントと混合したレンガ

①電気ヒーター

②LPG式ボイラー

※1 電気使用量からのCO2排出量算出は経団連提示（電事連データ）の受電端係数を使用しています。　※2 原単位は、日銀企業物価指数（電気機器）を用いた実質生産高を採用しています。
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事業プロセスにおける環境活動をご紹介します
地球变暖对策
Mitigation of Climate Change地球温暖化抑制
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化学物质管理
Chemical Substance Management化学物質管理

活动事例
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活动事例
Examples of Activities活動例

　東芝キヤリアグループは、国内外の拠点で温室効果ガスの削減活動に取り組んでいます。しかし、事業拡大に伴う開発・試験設備の増
設などで非生産部門のエネルギー使用が増加傾向にあります。活動の取り組みとしては、試験・開発設備の効率的使用、高効率の空調
や熱源機、LED照明への転換を推進するなど削減施策を実施し、エネルギー起源CO2排出量※1の増加を最小限に抑えました。CO2排
出量原単位※2は、1990年度比で約73％削減となり、2016年度の各目標を達成しました。

　東芝キヤリアグループは、徹底した分別で廃棄物の発生量削減を目指しています。総発生量は、2000年度基準の原単位※比で約69%削
減しました。今後も削減活動を推進します。ゼロエミッション率（＝最終処分量／総発生量（%））は、2016年度の目標値0.5%未満に対して、
0.13%となり目標を達成しました。2016年には総発生量が増加しましたが、これは東芝キヤリア タイ社の増産の影響によるものです。

　東芝キヤリアグループは、化学物質について「できるだけ使用しない、可能な限り削減・代替を進める」「適正な管理を行う」という考えのもとに、
取扱量および排出量の両方で削減を図ってきました。2016年度は、排出量比で基準年度比約91%の削減となりました。また、製造拠点の土
壌・地下水汚染状況を調査し、過去に汚染が確認された富士工場と津山工場では、浄化とモニタリングを徹底しています。

①照明・空調機器の省エネ対応(全拠点推進事項）
工場および開発センターでは、照明のＬＥＤ化、高効率空調機器への更新を継続して推進しており、消
費エネルギーの削減を図っています。また、空調機器では中央コントロール化することで、機器の効率的な
運用も実施しています。これらの改善効果により、ＣＯ２を約３９３t-CO２／年削減することができました。

②小型貫流ボイラーの設置（掛川開発センター）
研究・開発におけるエネルギー使用量の変化に対して的確に対応するため、水管ボイラーを高効率の
小型貫流ボイラーに変更しました。これによりＣＯ２を約74t-CO２／年削減することができました。

③トップランナー変圧器の導入（富士工場）
工場内の電力安定供給のため、変圧器を高効率のモールドタイプに更新しました。トップランナーの
変圧器であり、省エネにも大きく貢献し、ＣＯ２を約31t-CO２／年削減することができました。

④ヒートポンプシステムによる液化天然ガスの気化（掛川開発センター）
ボイラー燃料のＬＰＧの気化装置に、当社の独自製品である循環加温ヒートポンプＣＡＯＮＳを導入し、電
気ヒーターとハイブリッド化することで省エネを実現しました。この改善によりＣＯ２を約13t-CO２／年削減す
ることができました。また、この方式は新たな省エネシステムとしてＬＰＧ取扱業者からも注目されています。

①木製パレットの廃棄量削減（ＴＣＴＣ）
資源の有効活用を目的に、廃棄物となる木製パレットを非政府組織に寄付し、廃棄物量を２２t／年削
減することができました。寄付された木製パレットは、木材として再利用され、社会福祉目的としての家屋
や学校の机などに活用されています。

②発泡スチロールの固形燃料化による廃棄物の削減（富士工場）
廃棄物のリサイクル率向上の取り組みとして、工場の各部門から排出される発泡スチロールを、減容機
で加熱して容積を1／100に減容し、固形燃料に成型して有価物として売却しています。これにより年間で
約２．９トンの廃棄物を削減しています。

③「都市生活ごみ※」の再生によるリサイクル率の向上（ＴＣＡＣ）
工場内で発生する「都市生活ごみ」の中で、そのままではリサイクルできないものを、サーマルリサイクルす
る仕組みに参加しています。それらの廃棄物は発電所で燃料として利用され焼却灰となった後、さらにセ
メントと混合され、レンガとして生まれ変わります。※中国の法律での区分。

①洗浄機、乾燥炉の熱源変更による化学物質削減（ＴＣＦＧ）
部品洗浄工程における洗浄液の加温は、LPG式ボイラーの蒸気を熱源としていましたが、これを電気
ヒーターに変更しました。また、塗装工程における乾燥炉の熱源をLPGバーナーから電気ヒーターに変
更しました。これらの改善により、LPG使用量を年間で約218t／年削減することができ、工場で使用する
LPGの約99％を削減することができました。

②ボイラー燃料転換による第一種指定化学物質の排出量ゼロ化（掛川開発センター）
ボイラー更新に伴い、燃料をＡ重油からLPGへ転換しました。これによりＡ重油に含まれる第一種指定化
学物質（メチルナフタレン）の大気への排出ゼロを実現しました。

③事業系化学物質管理システム（TOCACHEF）
製造活動時の化学物質管理システムとして、化学物質を含有する新規材料採用時の、専門部署による厳格な
社内回付や、承認された化学物質の使用量や排出量の記録に使用されています。事業所間でのデータの共
有も可能で、現在国内と中国の製造・開発拠点への展開が完了し、ほかの海外拠点への展開を実施中です。

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/index_j.htm

web

为您介绍事业过程中的环境活动
Here is an overview of our environmental activities in business process

19 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017 20東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017お温暖化 いまにあの島 海の中（富士／jii3）　く車で移動は楽だけど自転車つかえば省エネ運転（関係会社／よっちゃん）



事業プロセスにおける環境活動
Environment Activity Report   环保活动报告環境活動報告

Environmental Activities in Business Processes　事业过程的环境活动

③トップランナー変圧器

④ハイブリッド気化装置

①木製パレットを再利用した家、学校の机などに有効活用

③焼却灰をセメントと混合したレンガ

①電気ヒーター

②LPG式ボイラー

※1 電気使用量からのCO2排出量算出は経団連提示（電事連データ）の受電端係数を使用しています。　※2 原単位は、日銀企業物価指数（電気機器）を用いた実質生産高を採用しています。
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変圧器であり、省エネにも大きく貢献し、ＣＯ２を約31t-CO２／年削減することができました。
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減することができました。寄付された木製パレットは、木材として再利用され、社会福祉目的としての家屋
や学校の机などに活用されています。

②発泡スチロールの固形燃料化による廃棄物の削減（富士工場）
廃棄物のリサイクル率向上の取り組みとして、工場の各部門から排出される発泡スチロールを、減容機
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有も可能で、現在国内と中国の製造・開発拠点への展開が完了し、ほかの海外拠点への展開を実施中です。

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/index_j.htm
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为您介绍事业过程中的环境活动
Here is an overview of our environmental activities in business process
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環境イベント（富士工場）
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Environmental Events (Fuji Factory & Engineering Center)   环境活动 (富士工厂)
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❸AIRS

❷安全公園

❶排水処理施設

❷ビオトープ

❶リサイクルセンター

小学生たちの見学・体験コース
❶リサイクルセンターと排水処理施設を見学
❷ビオトープと安全公園で自然観察を体験
❸AIRS（P27参照）で環境調和型製品の展示コーナーを見学

　今年は、「東芝キヤリア
ecoスタイルリーダー」
が参加し、小学生と協働
で「うちわづくり」に挑
戦。社会・環境報告書の
統一テーマが「資源の有効活用」であることから、富士工場
内のリサイクルセンターや排水処理施設を見学するほか、
ビオトープ※と安全公園で生息する昆虫や植物を観察しま
した。二班に分かれて見学した後は、体験内容をうちわに
描く創作活動が始まりました。

夏の暑さを吹き飛ばす、涼 しい風を送ってみよう！夏の暑さを吹き飛ばす、涼 しい風を送ってみよう！
富士工場での一日が、“思い 出うちわ”に早変わり。富士工場での一日が、“思い 出うちわ”に早変わり。

初めての試み！ ecoスタイルリー ダー5名と、富士市青葉台児童クラブの
小学生21名が、「うちわづくり」に 挑戦しました。

Let’s Make a Cool Breeze to Keep the Summer Heat Away! 
Let’s Make a Paper fan to Remember Your Day at Fuji Factory.

让我们一起赶跑夏日的炎热，送来清凉的风吧！
富士工厂的一天生活摇身一变成为“回忆的团扇”。

特集 3 環境イベント

木に囲まれた公園ではセミの抜け殻を見つけました。
ビオトープの池にはメダカがいっぱいで、捕まえるのが

難しかったです。見学した場所では、いらなくなったものを工場の人たち
がきちんと分別していたり、工場で使った水が綺麗な水に生まれ変わった
りする仕組みがよく分かりました。うちわには、見学したことや自然観察
についてしっかり描けたと思います。楽しい夏休みの思い出ができました。

普段触れ合う機会のない小学生
と私たちecoスタイルリーダーが、

一緒に環境についてのさまざまな体験を行ったことはとても新鮮でし
た。児童たちだけでなく私たちも、説明を聞いた後、実際に富士工場
のリサイクル施設を見学し、資源の大切さや分別・リサイクルの大切さ
をあらためて認識しました。また、「うちわづくり」では、小学生が楽し
そうにつくっていたのが印象的でした。

小学生　

ecoスタイルリーダー

　見学施設の一つは、工場で出たさまざまな廃棄
物を分別・リサイクルするリサイクルセンターです。

ここでは、プラスチック、
紙屑、空き缶、木材、
製品に使われる各種
金属などを、どのよう
に回収・分別し、廃棄
したり違う資源として
再利用したりするか
を見学しました。

工場内のリサイクルセンターと
排水処理施設を見学

自然観察& AIRS見学！小学生たちの眼差しも最高潮に!!
　富士工場の敷地内にはビオトープと安
全公園があります。ビオトープには、絶滅
危惧種に指定されているメダカをはじめ、
トンボの幼虫などが生息し、時にはカル
ガモの親子も訪れます。周囲には綺麗な
草花が咲き、工場内とは思えない緑豊か
な環境が整備されています。高い木立に囲まれた安全公園は、夏の猛暑でも
涼しさを感じる場所で、社員の休憩スペースになっています。工場内の生物
の実態について説明を受けた後、それぞれの場所を訪れた小学生たちは、セ
ミの抜け殻をたくさん集めたり、メダカすくいをしたりして、自然観察を楽しん
でいました。そしてAIRSでは、富士工場で製造される製品の展示コーナーを
見学。ここでも、環境に配慮した数々の製品の説明にうなずいていました。

AIRSで製品の展示を見学

ビオトープでメダカや虫を採集

いよいよ、「うちわづくり」のスタート！
　見学と体験の思い出が、一枚の
うちわ（両面）に描かれます。eco
スタイルリーダーの指導のもと、
各班でテーマや方針を決めてから
スタート。ぶっつけ本番では難しい
ので、見学した内容をもとに用意
された下描き用紙に文字で表現し
てみたり、思い出に残った風景を絵に描いてみたりして、本番用の準
備を行いました。下描きを終えた人は、クレヨン、色鉛筆、マーカー、色
紙、シールなどを使ってうちわ専用紙にそれぞれの思い出を描いて
いきました。小学生たちは、頑張った創作時間の熱を冷ますように、
自分でつくったうちわを片手に心地良い表情で風を送っていました。

みんなでうちわの本番作成

ecoスタイルリーダーと一緒に暑い夏
のエコ体験
ecoスタイルリーダーと一緒に暑い夏
のエコ体験

今回参加したecoスタイルリーダーたち今回参加したecoスタイルリーダーたち

富士工場外観

リサイクルセンターの見学

白井 直美
しらい　　なお み
AIRS

深沢 正之
ふかさわ　まさゆき
富士技術企画部

松宮 路恵
まつみや　 のり  え
冷機温水設計部

小山 美登志
こやま　　み　と　し
AIRSセンター長

壇 美里
だん　 み  さと

エレクトロニクス設計部

みんなの感想

固形燃料化した発泡スチロールに
興味津々の子どもたち

廃水の処理工程の説明

　もう一つは、製品製造時に工場内から出る廃水が、
どのように浄化され再利用されるかを見学しました。
微生物を利用した浄化システムによって廃水が再生利
用されることで廃棄物にはならず、資源の無駄遣いを
なくして有効活用されることの説明を、小学生たちは

熱心に聞いていました。

廃水

生物処理水

最終処理水

「東芝キヤリアecoスタイルリーダー」は、東芝キヤリアで
環境活動の中心メンバーとして登録されている従業員です。
2020年度までに200名の登録・養成を目標にしています。

※富士工場で造成された、さまざまな
　生き物が住み着いているエリア
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製造・開発拠点の環境活動
Environment Activity Report   环保活动报告環境活動報告

Environmental Activities at Manufacturing and R&D Sites   制造和开发基地的环境活动

副総経理

永瀬 敏治
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山下 哲司
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マネージングディレクター

奥田 正幸
おく　 だ　　 まさ　ゆき
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センター長

室井 邦雄
むろ　 い　　  くに　 お 工場長

和田 宏二
わ　  だ　　　こう　じ

カブトムシの幼虫の寄贈の様子 

サクラタデ植え替えの様子

富士市制50周年記念植樹

工場長

小林 正広
こ　ばやし　 まさ　ひろ

取締役社長

樫原 昌和
かし　はら　　まさ  かず

希少生物研修と清掃活動参加のメンバー（フアヒン海岸にて）

新入社員集合写真

近隣企業への環境保全活動PRの様子

従業員環境教育の様子

米之宮浅間神社での清掃

国内・海外の各拠点で、生物多様性保全活動をはじめとした、積極的な 環境活動が行われています

近隣の清掃活動を積極的に継続実施
省エネ、資源の有効活用など環境に配慮した「モノづく

り」と、清掃活動などの「CSR活動」を両輪とした経営に取り
組んでいます。社内
では「CAONS」や
「FLEXAIR」など
の導入で作業環

境改善と環境負荷低減に取り組み、
社外では近隣の河川や神社を清掃
するなどの活動を行っています。

東芝開利空調（中国）有限公司（TCAC）
Toshiba Carrier Air Conditioning (China) Co., Ltd.　东芝开利空调（中国）有限公司

積極的にさまざまな環境活動を実施

広東美芝制冷設備有限公司（GMCC）
Guangdong Meizhi Compressor Co., Ltd.  广东美芝制冷设备有限公司

TCFGコンプレッサ（タイ）社（TCFG）
TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.

東芝キヤリア タイ社（TCTC）
Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

環境活動のための教育体制の強化

自然冷媒のR744、R290をいち早く使用
環境保護の観点から、中国国内他社に先駆けて自然冷
媒であるR744、R290用コンプレッサーの開発と量産化に注
力し、地球温暖化抑制に貢献した実績から、中国国家環
境保護部、国連環境部などから高い評価を受けております。

設立以来、アースデーや
世界環境デーに、会社内
外で環境活動を啓蒙して
います。また6月の環境月間
には、構内での植樹、近隣
企業への環境保全活動PRや、廃棄物の処
理場見学イベントなどを実施しました。また、家族
も対象とした「環境絵画および写真募集」では、
21点の応募があるなど、盛り上がりをみせました。

当社は（株）富士通ゼネラルさまとの合弁会社で、構内外で
の積極的な環境活動を行っています。2016年7月には地元市関
係者とマングローブの植樹を行い、11月の従業員慰安旅行では、
フアヒンでの希少生物の研修と海岸清掃を行いました。

社員旅行でも環境活動を実施
当社は、これまで実践してきた環境活動をさ

らに充実させるため、社内教育に力を入れてい
ます。定例の環境教育に加え、生物多様性保
全に関する教育活動も実施して従業員の環境
意識の醸成を図っています。また近隣企業との
意見交換や協働で環境活動を進めています。

東芝キヤリア 掛川開発センター
Toshiba Carrier Kakegawa Engineering Center    东芝开利挂川开发  中心

生態系維持や、近隣地域との交流に注力
環境調和型製品の開発拠点である敷地内

には、太陽光発電所、ビオトープが整備され、
先端技術と環境保護の共存を図っています。ま
た、敷地内で育ったカブトムシを保護し、近隣保
育園へ寄贈するなど、地域コミュニケーションに
も力を入れています。

東芝キヤリア 富士工場
Toshiba Carrier Fuji Factory & Engineering Center  东芝开利富士工厂

継続的に敷地内に生息する動植物を保護

富士冷熱工業株式会社（FRC）
Fuji Reinetsu Industrial Corporation

東芝キヤリア 津山工場
Toshiba Carrier Tsuyama Factory　东芝开利津山工厂

自然豊かな場所で環境活動を推進

国内外各基地积极地开展着以保护生物多样性活动为主题的环境活动
Our offices in Japan and overseas are proactively engaged in environmental activities such as conservation of biodiversity

生物多様性保全活動、環境調和型製品の提供、環境負荷を減らす生産活動など、社会への貢献をグルー プ一丸となって取り組んでいます。

所在地 ： タイ国チョンブリ県
事　業 ： 業務用と家庭用の
 空調用コンプレッサー製造

所在地 ： 中国広東省佛山市
事　業 ： 空調用コンプレッサーの製造

所在地 ： タイ国パトムタニ県
事　業 ： グローバル向けの業務用空調機や
 家庭用インバーターエアコン製造

所在地 ： 岡山県津山市
事　業 ： 大形熱源機器等の製造

所在地 ： 中国浙江省杭州市
事　業 ： 業務用空調機器の
 設計･開発･製造

所在地 ： 静岡県菊川市
事　業 ： 大形熱源機器などの開発

所在地 ： 静岡県富士市（富士工場内）
事　業 ： ショーケースの冷凍機器用コンプレッサーや
 各種タンクなどを製造

所在地 ： 静岡県富士市
事　業 ： 業務用空調機器、給湯機器、冷蔵・
冷凍機器、換気システム、コンプレッサーなど、
多様な環境調和型製品を開発・製造

雑木林や池、竹林があり、工場周囲の環境と一体となっ
たビオトープが形成されています。絶滅危惧種のサクラタデ

は敷地内で生息
地の拡大も行って
います。また市内の
名勝で大日本印刷（株）さまと合同
で清掃行事を開催するなど、生物多
様性保全活動の輪を広げています。

敷地内のビオトープや緑地では、四季を通じてさまざまな
植物、鳥、昆虫などが生息しており、絶滅危惧種のメダカ、ヒ

メシャガ、トキワマン
サク、シランなどを
保護しています。ま
た、ecoスタイルリー
ダーを中心に、地域の植樹活動に
積極的に参加しています。

●その他の生物多様性保全活動の詳細につきまし  ては下記ホームページをご覧ください。
　http://www.toshiba-carrier.co.jp/co   mpany/csr/communication/creature.htm
●JEMA（一般社団法人 日本電機工業会）の生物  多様性保全行動データベースにも掲載されています。 
　http://bio.jema-net.or.jp/Japanese/  env/biodiversity_db/
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東芝キヤリア タイ社（TCTC）
Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.
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環境保護の観点から、中国国内他社に先駆けて自然冷
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外で環境活動を啓蒙して
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理場見学イベントなどを実施しました。また、家族
も対象とした「環境絵画および写真募集」では、
21点の応募があるなど、盛り上がりをみせました。

当社は（株）富士通ゼネラルさまとの合弁会社で、構内外で
の積極的な環境活動を行っています。2016年7月には地元市関
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フアヒンでの希少生物の研修と海岸清掃を行いました。
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ます。定例の環境教育に加え、生物多様性保
全に関する教育活動も実施して従業員の環境
意識の醸成を図っています。また近隣企業との
意見交換や協働で環境活動を進めています。

東芝キヤリア 掛川開発センター
Toshiba Carrier Kakegawa Engineering Center    东芝开利挂川开发  中心

生態系維持や、近隣地域との交流に注力
環境調和型製品の開発拠点である敷地内

には、太陽光発電所、ビオトープが整備され、
先端技術と環境保護の共存を図っています。ま
た、敷地内で育ったカブトムシを保護し、近隣保
育園へ寄贈するなど、地域コミュニケーションに
も力を入れています。

東芝キヤリア 富士工場
Toshiba Carrier Fuji Factory & Engineering Center  东芝开利富士工厂

継続的に敷地内に生息する動植物を保護

富士冷熱工業株式会社（FRC）
Fuji Reinetsu Industrial Corporation

東芝キヤリア 津山工場
Toshiba Carrier Tsuyama Factory　东芝开利津山工厂

自然豊かな場所で環境活動を推進

国内外各基地积极地开展着以保护生物多样性活动为主题的环境活动
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生物多様性保全活動、環境調和型製品の提供、環境負荷を減らす生産活動など、社会への貢献をグルー プ一丸となって取り組んでいます。
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冷凍機器、換気システム、コンプレッサーなど、
多様な環境調和型製品を開発・製造

雑木林や池、竹林があり、工場周囲の環境と一体となっ
たビオトープが形成されています。絶滅危惧種のサクラタデ

は敷地内で生息
地の拡大も行って
います。また市内の
名勝で大日本印刷（株）さまと合同
で清掃行事を開催するなど、生物多
様性保全活動の輪を広げています。

敷地内のビオトープや緑地では、四季を通じてさまざまな
植物、鳥、昆虫などが生息しており、絶滅危惧種のメダカ、ヒ

メシャガ、トキワマン
サク、シランなどを
保護しています。ま
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ダーを中心に、地域の植樹活動に
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企業姿勢
Corporate Attitude   企业经营姿势

ウォーキング大会の様子（富士）

子どもの遊び場「たごっこパーク」の様子各拠点の国際規格取得

ISO14001

ISO9001

OHSAS18001

拠点名
（富士）
（津山）
（掛川）
(TCTC)
(TCFG)
(TCAC)

（富士）、（津山）、（掛川）
（TCTC）
（TCFG）
（TCAC）

（富士）、（津山）
(TCTC)
(TCFG)
(TCAC)

  取得年月
1997年4月
2007年2月
2007年2月
2011年1月
2013年9月
2014年1月
1994年1月
2009年1月
2013年2月
2014年2月
2009年1月
2011年7月
2015年10月
2016年8月

多様性推進
従業員の男女構成 男性 女性

国内グループ会社　合計 1,950名 474名
海外グループ会社　合計 1,654名 1,156名
グループ全体 3,604名 1,630名

東芝キヤリア 育児休職 
新規取得者数

短時間勤務 
利用者数

看護休暇 
取得者数

2013年度 2名 5名 7名
2014年度 2名 9名 13名
2015年度 5名 10名 4名

※数値は2017年4月1日現在

2016年度　特許出願・登録件数

特許出願件数
国内 97
外国※ 80
合計 177

特許登録件数
国内 43
外国※ 44
合計 87

※外国は中国実用新案を含む

2016年度 e-learning一覧（遵法教育含む）

株主総会

執行役員
各部門

監査

連携

選任・解任 選任・解任

選任・
解任・監督

監査

取締役
取締役会

コンプライアンス
推進部

東芝キヤリア株式会社のガバナンス体制

監査役 監査役室
監査役協議会

2016年度 6名 8名 10名

以牢固的方针与体制，力求提高企业价值
We are aiming to enhance our corporate value through a firm policy and initiatives

多国籍の従業員を毎年採用しています。障がい者雇用についても、特別
支援学校の実習生を受け入れ、その後の採用につなげるなど、学校や行政
との連携を密にして雇用を促進しています。その結果、東芝キヤリアグループ
国内では、法定雇用率2.0％を上回る2.56％の雇用率を達成しています。また、
育児休暇制度やキャリア・リターン制度※1など各種制度を整備し、従業員そ
れぞれのライフステージに合わせた勤務制度を構築しています。女性従業員
の比率は15％※2で、部門長、参事、主務、作業長などの役職を任されて活
躍する従業員も増えており、今後も積極的な育成を図る方針です。

Diversity / 多样性
多様性

東芝キヤリアグループでは、すべての事業活動において生命・安全および
関連する法令の遵守を最重要課題の一つと位置づけ、「安全で快適な職
場環境づくりと心身の健康保持増進」を推進しています。安全面については、
業務時・通勤時災害ゼロの推進、リスクアセスメントの深化、OHSMS※の推
進を基軸とし、工場や客先での重大リスクの低減策実施、社用車および通
勤時使用の自動車交通事故の撲滅活動を展開しています。健康面につい
ては、脳・心臓疾患対策、過重労働対策、メンタルヘルス対策、治療と仕事
の両立支援に取り組んでいます。

Managing Health and Promoting Safety for Employees / 员工健康管理和安全促进
従業員健康管理・安全推進

東芝キヤリアグループは、すべての製造拠点で環境規格ISO14001、
品質規格ISO9001、労働衛生マネジメントシステムの国際的な認証規格
OHSAS18001を取得しています。ISO14001については、2004年度版の
有効期限である2018年に向け、各拠点での2015年度版への移行作業
を進めています。

Obtaining Certification to Various International Standards / 各种国际标准的取得
各国際規格の取得

東芝キヤリアグループでは、開発や研究の成果を知的財産権によって
保護し、活用しています。2016年度は国内外合わせて177件を特許出願
し、新たに87件が登録となりました。省エネ関連技術を含め、国内出願の
みならず広く外国出願にも注力しています。また、第三者の知的財産権を
尊重し、事前調査を徹底するとともに、職務発明を行った従業員に対して
は、社内規程に従い報奨しています。

Patents / 专利相关事项
特許関連事項

会社法に基づき、取締役会において内部統制の仕組みを構築していま
す。また、必要な各種規定を整備するなど、コーポレートガバナンスの強化
にも取り組んでいます。常勤1名を含む監査役3名で構成される監査役協
議会では、年度ごとの監査基本方針・活動計画を策定し、それらに従って
各種監査活動を実施しています。内部監査部門は、監査役協議会と連
携して監査情報の共有、適正な監査の実施に努めています。

Governance Organization / 公司治理体制
ガバナンス体制

東芝キヤリアグループは、持続可能な社会の形成に貢献する企業であるための行動指針「東芝グループ行動基準※」
を基盤に、法律や社会のルールを誠実に守って行動することを、教育を通じて徹底しています。また、国際社会の一員として
「国連グローバル・コンパクト」に記されている10の原則を支持しています。

Toshiba Group Standards of Conduct / 东芝集团行动准则
東芝グループ行動基準

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba.co.jp/csr/jp/policy/soc.htm

web

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://yumemachinet.web.fc2.com/

web

確固たる方針と体制で、企業価値向上を目指しています

※1 配偶者の転勤や近親者の介護などの理由で、仕事と家庭の両立が困難なために
　　退職せざるを得ない従業員が職場復帰できる仕組み
※2 国内正規従業員ベース

※静岡県富士市を拠点に、子どもの遊び場づくりや若者の居場所づくりに取り組んでいる。
　そのユニークな活動はメディアでも度々紹介され、全国各地で講演活動も行っている。

※労働安全衛生マネジメントシステム（Occupational Health ＆ Safety Management System）

東芝グループでは2006年より毎年、従業員が所属するNPOなどの団体に
よる社会貢献活動を支援しています。2016年度の支援対象の一つに、東芝
キヤリアグループの従業員が所属する「NPO法人ゆめ・まち・ねっと※」が選
ばれ、活動の資金援助が行われました。

Support Program for Toshiba Group Employees Social Contribution Volunteer Activities / 东芝集团员工社会贡献志愿者活动支援计划

東芝グループ従業員
社会貢献ボランティア活動支援プログラム

東芝キヤリアグループでは、全社で事業にかかわるすべての法令を確認し、
それらの社内通知や教育による周知を行っています。また社長を委員長とする
「リスク・コンプライアンス委員会」で、遵守状況を網羅的にチェックし、課題解
決に取り組んでいます。また、内部通報制度「リスク相談ホットライン」を設け、
従業員からの通報や相談を通じて法令違反の防止を図っています。情報セ
キュリティについては、事業を通してステークホルダーの皆さまから取得した個
人情報を含むすべての会社情報を、適切に管理・保護しています。
一方、社外に対しては健全なサプライチェーン構築のため、調達取引先さ

まからの通報を受け付ける「クリーン・パートナーライン」を設けています。また、
「東芝グループ紛争鉱物対応指針」に基づき、原料に紛争鉱物※を使用し
ないための、上流から下流までの情報収集・伝達体制を構築しています。

Efforts for Compliance with Laws, Regulations and Other Rules / 以遵守法律法规为中心的合规举措

法令遵守をはじめとする
コンプライアンスの取り組み

※コンゴ民主共和国およびその近隣で算出された、非人道的行為にかかわる金、タンタル、タングステン、錫（すず）

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba.co.jp/csr/jp/performance/social/procure.htm#conflict_minerals

web

メンタルヘルス 2016年5月
ソーシャルメディアリスク教育 2016年5月
環境教育 2016年6月
（ＴＣＣ）職務発明報奨制度
関連規程改定について 2016年6月

東芝グループ行動基準 2016年6月
適時開示教育 2016年7月

会計コンプライアンス教育 2016年7月
 2016年11月
情報セキュリティと個人情報保護 2016年9月
お客さま満足向上 2016年10月 ～お客さまの声をすべての発想の原点に～
（ＴＣＣ）輸出管理教育 2016年10月
技術者倫理教育 2016年12月
電気用品安全法 2017年1月
下請法 2017年1月
営業リスク教育 2017年2月

25 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017 26東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017ゆ湯加減は 火力が決めて 薪の風呂（関係会社／高橋 政綱）　めめだかも元気に泳ぐ富士のビオトープ（スタッフ／野中 宗助）



企業姿勢
Corporate Attitude   企业经营姿势

ウォーキング大会の様子（富士）

子どもの遊び場「たごっこパーク」の様子各拠点の国際規格取得

ISO14001

ISO9001

OHSAS18001

拠点名
（富士）
（津山）
（掛川）
(TCTC)
(TCFG)
(TCAC)

（富士）、（津山）、（掛川）
（TCTC）
（TCFG）
（TCAC）

（富士）、（津山）
(TCTC)
(TCFG)
(TCAC)

  取得年月
1997年4月
2007年2月
2007年2月
2011年1月
2013年9月
2014年1月
1994年1月
2009年1月
2013年2月
2014年2月
2009年1月
2011年7月
2015年10月
2016年8月

多様性推進
従業員の男女構成 男性 女性

国内グループ会社　合計 1,950名 474名
海外グループ会社　合計 1,654名 1,156名
グループ全体 3,604名 1,630名

東芝キヤリア 育児休職 
新規取得者数

短時間勤務 
利用者数

看護休暇 
取得者数

2013年度 2名 5名 7名
2014年度 2名 9名 13名
2015年度 5名 10名 4名

※数値は2017年4月1日現在

2016年度　特許出願・登録件数

特許出願件数
国内 97
外国※ 80
合計 177

特許登録件数
国内 43
外国※ 44
合計 87

※外国は中国実用新案を含む

2016年度 e-learning一覧（遵法教育含む）

株主総会

執行役員
各部門

監査

連携

選任・解任 選任・解任

選任・
解任・監督

監査

取締役
取締役会

コンプライアンス
推進部

東芝キヤリア株式会社のガバナンス体制

監査役 監査役室
監査役協議会

2016年度 6名 8名 10名

以牢固的方针与体制，力求提高企业价值
We are aiming to enhance our corporate value through a firm policy and initiatives

多国籍の従業員を毎年採用しています。障がい者雇用についても、特別
支援学校の実習生を受け入れ、その後の採用につなげるなど、学校や行政
との連携を密にして雇用を促進しています。その結果、東芝キヤリアグループ
国内では、法定雇用率2.0％を上回る2.56％の雇用率を達成しています。また、
育児休暇制度やキャリア・リターン制度※1など各種制度を整備し、従業員そ
れぞれのライフステージに合わせた勤務制度を構築しています。女性従業員
の比率は15％※2で、部門長、参事、主務、作業長などの役職を任されて活
躍する従業員も増えており、今後も積極的な育成を図る方針です。

Diversity / 多样性
多様性

東芝キヤリアグループでは、すべての事業活動において生命・安全および
関連する法令の遵守を最重要課題の一つと位置づけ、「安全で快適な職
場環境づくりと心身の健康保持増進」を推進しています。安全面については、
業務時・通勤時災害ゼロの推進、リスクアセスメントの深化、OHSMS※の推
進を基軸とし、工場や客先での重大リスクの低減策実施、社用車および通
勤時使用の自動車交通事故の撲滅活動を展開しています。健康面につい
ては、脳・心臓疾患対策、過重労働対策、メンタルヘルス対策、治療と仕事
の両立支援に取り組んでいます。

Managing Health and Promoting Safety for Employees / 员工健康管理和安全促进
従業員健康管理・安全推進

東芝キヤリアグループは、すべての製造拠点で環境規格ISO14001、
品質規格ISO9001、労働衛生マネジメントシステムの国際的な認証規格
OHSAS18001を取得しています。ISO14001については、2004年度版の
有効期限である2018年に向け、各拠点での2015年度版への移行作業
を進めています。

Obtaining Certification to Various International Standards / 各种国际标准的取得
各国際規格の取得

東芝キヤリアグループでは、開発や研究の成果を知的財産権によって
保護し、活用しています。2016年度は国内外合わせて177件を特許出願
し、新たに87件が登録となりました。省エネ関連技術を含め、国内出願の
みならず広く外国出願にも注力しています。また、第三者の知的財産権を
尊重し、事前調査を徹底するとともに、職務発明を行った従業員に対して
は、社内規程に従い報奨しています。

Patents / 专利相关事项
特許関連事項

会社法に基づき、取締役会において内部統制の仕組みを構築していま
す。また、必要な各種規定を整備するなど、コーポレートガバナンスの強化
にも取り組んでいます。常勤1名を含む監査役3名で構成される監査役協
議会では、年度ごとの監査基本方針・活動計画を策定し、それらに従って
各種監査活動を実施しています。内部監査部門は、監査役協議会と連
携して監査情報の共有、適正な監査の実施に努めています。

Governance Organization / 公司治理体制
ガバナンス体制

東芝キヤリアグループは、持続可能な社会の形成に貢献する企業であるための行動指針「東芝グループ行動基準※」
を基盤に、法律や社会のルールを誠実に守って行動することを、教育を通じて徹底しています。また、国際社会の一員として
「国連グローバル・コンパクト」に記されている10の原則を支持しています。

Toshiba Group Standards of Conduct / 东芝集团行动准则
東芝グループ行動基準

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba.co.jp/csr/jp/policy/soc.htm

web

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://yumemachinet.web.fc2.com/

web

確固たる方針と体制で、企業価値向上を目指しています

※1 配偶者の転勤や近親者の介護などの理由で、仕事と家庭の両立が困難なために
　　退職せざるを得ない従業員が職場復帰できる仕組み
※2 国内正規従業員ベース

※静岡県富士市を拠点に、子どもの遊び場づくりや若者の居場所づくりに取り組んでいる。
　そのユニークな活動はメディアでも度々紹介され、全国各地で講演活動も行っている。

※労働安全衛生マネジメントシステム（Occupational Health ＆ Safety Management System）

東芝グループでは2006年より毎年、従業員が所属するNPOなどの団体に
よる社会貢献活動を支援しています。2016年度の支援対象の一つに、東芝
キヤリアグループの従業員が所属する「NPO法人ゆめ・まち・ねっと※」が選
ばれ、活動の資金援助が行われました。

Support Program for Toshiba Group Employees Social Contribution Volunteer Activities / 东芝集团员工社会贡献志愿者活动支援计划

東芝グループ従業員
社会貢献ボランティア活動支援プログラム

東芝キヤリアグループでは、全社で事業にかかわるすべての法令を確認し、
それらの社内通知や教育による周知を行っています。また社長を委員長とする
「リスク・コンプライアンス委員会」で、遵守状況を網羅的にチェックし、課題解
決に取り組んでいます。また、内部通報制度「リスク相談ホットライン」を設け、
従業員からの通報や相談を通じて法令違反の防止を図っています。情報セ
キュリティについては、事業を通してステークホルダーの皆さまから取得した個
人情報を含むすべての会社情報を、適切に管理・保護しています。
一方、社外に対しては健全なサプライチェーン構築のため、調達取引先さ

まからの通報を受け付ける「クリーン・パートナーライン」を設けています。また、
「東芝グループ紛争鉱物対応指針」に基づき、原料に紛争鉱物※を使用し
ないための、上流から下流までの情報収集・伝達体制を構築しています。

Efforts for Compliance with Laws, Regulations and Other Rules / 以遵守法律法规为中心的合规举措

法令遵守をはじめとする
コンプライアンスの取り組み

※コンゴ民主共和国およびその近隣で算出された、非人道的行為にかかわる金、タンタル、タングステン、錫（すず）

※詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.toshiba.co.jp/csr/jp/performance/social/procure.htm#conflict_minerals

web

メンタルヘルス 2016年5月
ソーシャルメディアリスク教育 2016年5月
環境教育 2016年6月
（ＴＣＣ）職務発明報奨制度
関連規程改定について 2016年6月

東芝グループ行動基準 2016年6月
適時開示教育 2016年7月

会計コンプライアンス教育 2016年7月
 2016年11月
情報セキュリティと個人情報保護 2016年9月
お客さま満足向上 2016年10月 ～お客さまの声をすべての発想の原点に～
（ＴＣＣ）輸出管理教育 2016年10月
技術者倫理教育 2016年12月
電気用品安全法 2017年1月
下請法 2017年1月
営業リスク教育 2017年2月

25 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017 26東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2017みみんなで始めるエコライフ身近な事からコツコツと（関係会社／遠藤 美佳）　し資源ごみ きっちり仕分けて ゴミ箱へ（関係会社／勝又 竜介）



ステークホルダーとのコミュニケーション
Communication with Stakeholders   与企业所有相关人员的交流

④ライトダウン実施の様子（九州支社）
　消灯前（上）、消灯後（下）

①町内会さま懇談会（津山） 本活動が評価され、「2015年GOOD FACTORY賞 ものづくり人材育成貢献賞」を
受賞（富士）

②社員が先生となって授業（TCTC）

③清掃後の集合写真（TCAC）

④安全衛生協力会の活動（安全衛生大会）③冷媒フロン類取扱技術者講習会の様子

座学講義現場演習

AIRS展示エリア入口 AIRSカスタムエアコン展示エリア FLEXAIR動作実演の様子CAONSを利用した乾燥設備

①近藤社長による方針説明 ②表彰式での集合写真

最優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞

受賞企業さま
タイム技研株式会社
トキワ電線株式会社 富士工場
株式会社三芝製作所
上海西工圧縮機配件有限公司

教育修了者

IEインストラクター
認定者 師範

インストラクター
ゴールド

インストラクター
シルバー

カイレン
ゴールド

カイレン
シルバー

師範代

門下生

（株）東芝
IEインストラクター教育

中級教育修了者
※教育と改善ワーキングの完了

初級教育（修了者、受講者）

導入教育

IEインストラクター認定者と、それぞれの教育修了者には、師範／師範代／門下生として適応する徽章が与えられます。

東芝キヤリアは、安心・安全な製品をお客さまに提供することを第一に考えています。また、関連法規制を遵守し、情報開示を迅速かつ積極
的に行っています。2004年8月に行った家庭用エアコンLDR／YDRシリーズ45機種（OEM製品を含む）のリコール（526,445台）では、
2017年8月31日現在で418,288台（79.4％）の改修が終了しました。事故の危険を防ぐため、
対象製品を発見した場合には、窓口までご連絡いただきますようお願いいたします。

地域社会とのかかわり 公司与社区的关系
Relationship with Local Community

各拠点や支社・支店で地域貢献活動を継続

①地域行政や住民との対話
Dialogues with Local Governments and People / 与地方政府及居民的对话

各拠点地域の行政や住民の方 と々定期的に対話会を開
催しています。拠点活動の説明や見学会を行い、いただいた
貴重なご意見を生かしながら事業活動を行っています。

②小学校での環境教育
Environmental Education at Elementary Schools / 在小学校开展环境教育

（TCTC）では、近隣企業との協働で、訪問先の小学校の
生徒に環境保護の重要性や、リサイクルできる廃棄物とでき
ない廃棄物の分類方法などをゲーム形式で教えました。

③マラソン大会での清掃
Cleaning Activities at Marathon Races / 马拉松比赛赛场清扫

（TCAC）では地元杭州のマラソン大会で、大会終了後に
コースの清掃活動を行いました。27名の従業員が参加し、地
域の環境保全や、社会貢献ができました。

④ライトダウン
Lights Down / 熄灯

各拠点、関係会社が毎年ライトダウンキャンペーンに参加し
ています。2017年度は、グループ全体で約11,218kWhの節電
になりました。

東芝キヤリアグループでは、モノづくり力向上のために、「カイ
レン道場」という独自の教育活動を実施しています。「カイレン」
とは「改善の連鎖」を意味し、モノづくり現場におけるさまざまな
事象の数値化・分析に基づく改善を浸透させ、その過程で得
られた気づきから、さらなる改善が自立的に連鎖するような、充
実したモノづくり風土の醸成を目的としています。（株）東芝で
「IEインストラクター※」教育を受講した従業員を講師とし、段
階別教育として初級教育や中級教育を設け、スキルアップで
きる体制を整えています。この活動は国内外の拠点で実施さ
れ、改善の横展開にも生かされています。

お客さまとのかかわり 公司与顾客的关系
Relationship with Customers

お客さまと向き合うさまざまな活動が展開

家庭用としては世界初のインバーター※エアコン（1982年発売）
から、最新の技術や製品までを展示したショールームです。当社の
省エネ商品提案のほか、近隣小中学校の社会見学にも利用さ
れ、東芝キヤリアグループの環境活動を紹介するなど、コミュニケー
ションスペースとして国内外から多くのお客さまを受け入れています。

①AIRS/空調システムセンター（富士工場内）
AIRS Air Conditioning System Center (Fuji Factory) / AIRS 空调系统中心（富士工厂内）

大形空調機・熱源機を中心に、さまざまな製品を展示してい
るショールームです。CAONSシリーズを使って工場の乾燥工程
設備を模擬した装置では、塗装乾燥用に発生させた温風を体
感することができます。また、FLEXAIR（スポット・ゾーン空調シス
テム）の展示では、吹き出した冷温風が遠くまで届くことを目視で
きるよう工夫しています。

②HeaRTS（掛川開発センター内）
HeaRTS (Kakegawa Engineering Center) / HeaRTS（挂川开发中心内）

従業員とのかかわり 公司与员工的关系
Relationship with Employees

従業員が参加するさまざまな活動が展開

カイレン道場
Kairen Dojo (Dojo for Continuous Improvement) / 改连道场

※ステークホルダーとのコミュニケーションにつきましては、一部をご紹介しています。
　詳細につきましては右記ホームページをご覧ください。 

web

お問い合わせ先 0120-444-899

家庭用エアコンLDR／YDRをご使用の方へのお願いリコール

ビジネスパートナーさまとのかかわり 与业务伙伴的关系
Relationship with Business Partners

情報共有と連携強化をコンセプトに活動を実施

調達取引先さまに対し、説明会を通じてさまざまな調達方
針への協力要請を行っています。2016年は説明会を2回実
施し、延べ322社、408名にご出席いただきました。

①事業方針説明会
Business Policy Explanation Meeting / 事业方针说明会

毎年品質管理優良企業や品質標語などを表彰しています。
今後も連携を強化し、さらなる品質向上に努めていきます。

②品質管理優良企業表彰
Citation of Excellent QC Company / 表彰质量管理方面出色的优秀企业

使用中の業務用冷凍空調機器の冷媒漏洩を点検する技
術者養成のため、冷媒フロン類に携わるサービス・工事関係会
社さま向けに冷媒フロン類取扱技術者講習を行っています。
2017年度までに51回実施し、延べ2,950名が受講しました。

③フロン排出抑制法 技術者育成講習会開催
Training for Engineers on Fluorocarbons Emission Control Law / 
召开碳氟化合物排放控制方法 技术人员培训研讨会

労働災害防止と品質確保並びに技術力向上のために
サービス･工事協力会社さまと協力して活動を推進しています。
現在全国の8地区で合計６１１社が登録しています。

④安全衛生協力会
Safety and Health Cooperation Association / 安全卫生合作会

※室温を自動で微細に調節でき、省エネにつながる機能。現在では普及が進んでいる。

※IEインストラクターとは、Industry Engineeringの手法を活用し、モノづくり力を
　強化するために独自の教育を受けた人財です。

エアーズ ハーツ

http://www.toshiba-carrier.co.jp/company/csr/communication/index_j.htm
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ステークホルダーとのコミュニケーション
Communication with Stakeholders   与企业所有相关人员的交流

④ライトダウン実施の様子（九州支社）
　消灯前（上）、消灯後（下）

①町内会さま懇談会（津山） 本活動が評価され、「2015年GOOD FACTORY賞 ものづくり人材育成貢献賞」を
受賞（富士）

②社員が先生となって授業（TCTC）

③清掃後の集合写真（TCAC）

④安全衛生協力会の活動（安全衛生大会）③冷媒フロン類取扱技術者講習会の様子

座学講義現場演習

AIRS展示エリア入口 AIRSカスタムエアコン展示エリア FLEXAIR動作実演の様子CAONSを利用した乾燥設備

①近藤社長による方針説明 ②表彰式での集合写真

最優秀賞
優秀賞
優秀賞
優秀賞

受賞企業さま
タイム技研株式会社
トキワ電線株式会社 富士工場
株式会社三芝製作所
上海西工圧縮機配件有限公司

教育修了者

IEインストラクター
認定者 師範

インストラクター
ゴールド

インストラクター
シルバー

カイレン
ゴールド

カイレン
シルバー

師範代

門下生

（株）東芝
IEインストラクター教育

中級教育修了者
※教育と改善ワーキングの完了

初級教育（修了者、受講者）

導入教育

IEインストラクター認定者と、それぞれの教育修了者には、師範／師範代／門下生として適応する徽章が与えられます。

東芝キヤリアは、安心・安全な製品をお客さまに提供することを第一に考えています。また、関連法規制を遵守し、情報開示を迅速かつ積極
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対象製品を発見した場合には、窓口までご連絡いただきますようお願いいたします。

地域社会とのかかわり 公司与社区的关系
Relationship with Local Community

各拠点や支社・支店で地域貢献活動を継続

①地域行政や住民との対話
Dialogues with Local Governments and People / 与地方政府及居民的对话

各拠点地域の行政や住民の方 と々定期的に対話会を開
催しています。拠点活動の説明や見学会を行い、いただいた
貴重なご意見を生かしながら事業活動を行っています。

②小学校での環境教育
Environmental Education at Elementary Schools / 在小学校开展环境教育

（TCTC）では、近隣企業との協働で、訪問先の小学校の
生徒に環境保護の重要性や、リサイクルできる廃棄物とでき
ない廃棄物の分類方法などをゲーム形式で教えました。
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東芝キヤリアグループでは、モノづくり力向上のために、「カイ
レン道場」という独自の教育活動を実施しています。「カイレン」
とは「改善の連鎖」を意味し、モノづくり現場におけるさまざまな
事象の数値化・分析に基づく改善を浸透させ、その過程で得
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れ、改善の横展開にも生かされています。

お客さまとのかかわり 公司与顾客的关系
Relationship with Customers

お客さまと向き合うさまざまな活動が展開

家庭用としては世界初のインバーター※エアコン（1982年発売）
から、最新の技術や製品までを展示したショールームです。当社の
省エネ商品提案のほか、近隣小中学校の社会見学にも利用さ
れ、東芝キヤリアグループの環境活動を紹介するなど、コミュニケー
ションスペースとして国内外から多くのお客さまを受け入れています。

①AIRS/空調システムセンター（富士工場内）
AIRS Air Conditioning System Center (Fuji Factory) / AIRS 空调系统中心（富士工厂内）

大形空調機・熱源機を中心に、さまざまな製品を展示してい
るショールームです。CAONSシリーズを使って工場の乾燥工程
設備を模擬した装置では、塗装乾燥用に発生させた温風を体
感することができます。また、FLEXAIR（スポット・ゾーン空調シス
テム）の展示では、吹き出した冷温風が遠くまで届くことを目視で
きるよう工夫しています。

②HeaRTS（掛川開発センター内）
HeaRTS (Kakegawa Engineering Center) / HeaRTS（挂川开发中心内）

従業員とのかかわり 公司与员工的关系
Relationship with Employees

従業員が参加するさまざまな活動が展開

カイレン道場
Kairen Dojo (Dojo for Continuous Improvement) / 改连道场

※ステークホルダーとのコミュニケーションにつきましては、一部をご紹介しています。
　詳細につきましては右記ホームページをご覧ください。 
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ビジネスパートナーさまとのかかわり 与业务伙伴的关系
Relationship with Business Partners

情報共有と連携強化をコンセプトに活動を実施

調達取引先さまに対し、説明会を通じてさまざまな調達方
針への協力要請を行っています。2016年は説明会を2回実
施し、延べ322社、408名にご出席いただきました。

①事業方針説明会
Business Policy Explanation Meeting / 事业方针说明会

毎年品質管理優良企業や品質標語などを表彰しています。
今後も連携を強化し、さらなる品質向上に努めていきます。

②品質管理優良企業表彰
Citation of Excellent QC Company / 表彰质量管理方面出色的优秀企业

使用中の業務用冷凍空調機器の冷媒漏洩を点検する技
術者養成のため、冷媒フロン類に携わるサービス・工事関係会
社さま向けに冷媒フロン類取扱技術者講習を行っています。
2017年度までに51回実施し、延べ2,950名が受講しました。

③フロン排出抑制法 技術者育成講習会開催
Training for Engineers on Fluorocarbons Emission Control Law / 
召开碳氟化合物排放控制方法 技术人员培训研讨会

労働災害防止と品質確保並びに技術力向上のために
サービス･工事協力会社さまと協力して活動を推進しています。
現在全国の8地区で合計６１１社が登録しています。

④安全衛生協力会
Safety and Health Cooperation Association / 安全卫生合作会

※室温を自動で微細に調節でき、省エネにつながる機能。現在では普及が進んでいる。

※IEインストラクターとは、Industry Engineeringの手法を活用し、モノづくり力を
　強化するために独自の教育を受けた人財です。

エアーズ ハーツ
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社会・環境報告書に対する第三者所見
Observation by Third Party on Our CSR Report   第三方对社会·环保报告书的意见

労働慣行人 権

コミュニティ参画
および開発 消費者課題 公正な事業慣行

組織統治 環 境

ISO26000の７つの中核主題を各アイコンで示しています。

松尾先生、第三者所見をいただきありがとうございます。今回は、「SDGs」の項目について、私たちの活動と
結び付けてみました。今後も「パリ協定」や「愛知目標」とともに、できることから進めていく考えです。また、今

年度のテーマ「資源有効活用」は、資源の少ない日本にとって、企業活動と一般生活活動の両方で真剣に考えるべきテーマです。歴史的
経緯を含め、この報告書を手にした方々に理解していただくために、「すごろく」という形で順を追いながら解説し、さらに関係者の座談会
を開催しました。現在、持続可能な社会の実現にあたっては、「資源有効活用」の課題や、「地球温暖化抑制」など、環境に関するさまざまな
問題がありますが、製品を提供する私たちは、それを生み出すところから終末まで責任を持たなければなりません。それらの課題や、先生
からのご指摘もある「日々の企業活動の中での環境リスク」を撲滅し、全社での環境意識を高めるために「ecoスタイルリーダー登録制
度」を活用し、環境活動の裾野を広げるとともにレベルアップを図ろうと考えています。また、ヒートポンプを活用した環境調和型製品をこ
れからも創生し、グローバルに提供していくことで環境負荷低減に少しでも寄与できるよう努力していきたいと思います。

松尾 廣伸 (まつお ひろのぶ)
静岡大学大学院総合科学技術研究科
工学専攻電気電子工学コース　助教

●プロフィール
豊橋技術科学大学大学院 工学研究科修士課程 電気･電子工学専攻修了
豊橋技術科学大学大学院 工学研究科博士後期課程 総合エネルギー工学専攻修了 博士（工学）
現在、住宅における再生可能エネルギーの高効率利用、施設園芸における省エネルギー・低コスト化、
住宅・建築物（キャンパス）における省エネルギー化と温熱環境などに関する研究に従事

東芝キヤリア 環境推進室 室長　社会・環境報告書2017　企画・編集長　佐々木 美弥

　今年度の社会・環境報告書は、今注目される「SDGs」、さらに「パリ
協定」に寄与する環境調和型製品を、環境負荷が少ない状態で製造
していることが分かりやすく示されています。某大国が離脱を宣言し
ている現状において、「パリ協定」に沿って努力することが、長い目で
見た場合に間違いなく人々を幸せにする方向であると思います。
　報告書の全体構成では、2015年度版から「地球温暖化抑制」「化
学物質管理」と中核テーマを設定し、3年目の今年は「資源有効活用」
を取り上げました。このテーマは、環境負荷低減だけではなく、生産性
の向上にも結び付くものです。大形の製品や設備は長期間使用する
ことになるので、環境性能とトータルコストをしっかり考えて導入すべ
きだと思います。
　また、世界初のインバーターエアコンを世に送り出した東芝が、そ
の後米国キヤリア社との合弁によって東芝キヤリアとして誕生し、今
日に至るまで、数々の環境活動を実践してきたあゆみが誌面に加わ
りました。環境調和型製品の提供を通じて、これからも社会に貢献す
る東芝キヤリアの意欲が伝わってきました。
　以下、主な記事について項目別に所見を述べさせていただきます。

●特集①②　トピックス・座談会について
　「産廃・リサイクル・ゼロエミッション・トータル設計」を歴史のステージに
見立てた“すごろく”が非常に良いと思います。私たち消費者は上手に3R
を活用し、廃棄物を適正に処理しなければならないことや、企業活動のさ
まざまな場面で取り組むべき重要な事項が存在することが、このすごろ
くを通じて理解できます。一方、リサイクルの陰に隠れた違法行為が消え
ないことは誠に残念でなりません。また、座談会での皆さんのコメントか
ら、設計段階から分解のしやすさ、製造段階での資源の有効活用、冷媒
回収のしやすさなど、空調機のライフサイクル全体における環境への取
り組みが理解できました。マニフェストに関しては、単なる電子化にとどま
らず、IoTを活用した使いやすい仕組みになるとさらに良いと思います。

●製品紹介①②について
　多くの製品において省エネ性が進んでいることが理解しやすく示さ
れています。工場における製品ソリューションという切り口で、自社工
場とお客さまの事例を多く掲載していることにより、導入がイメージし
やすいと思います。また、潜在ポテンシャルが非常に高いと思う「熱回
収CAONS」は、積極的な提案を今後も続けていただき、ESCO事業※
などでの拡大展開を期待するとともに、低温熱のコントロールが得意
なヒートポンプの活用の場を、ぜひ広げていただきたいと思います。

●環境活動・環境イベントについて
　CO2排出量、廃棄物発生量、化学物質排出量が各拠点で大きく異
なり、それぞれの特徴がうかがえます。省エネ照明機器やトップラン
ナー変圧器の導入は、御社の省エネ空調機器を導入するのと同じで
採算性も高いと思います。法規制の違いなどはあるものの、世界の各
拠点で先進的な取り組みをいち早く普及させ、世界に名だたる環境
企業になってほしいと思います。
　今年で6回目となる夏休みの環境イベントは、初めて参加したeco
スタイルリーダーと子どもたちが楽しく学ぶ様子が描かれています。
この企画は、今後も維持、発展させていただき、工場見学から出張授
業へ、そして各地域での活動へと展開していただければと思います。
次代を担う子どもたちの心に自然への思いを伝え続けてもらいたい
と願っています。

　最後に、会社全体としての素晴らしい取り組みが伝わってきます。
社員の皆さま一人ひとりの心に、環境への意識が浸透しているからだ
と思います。しかし、ふとした油断で大きな失敗へとつながることもあ
ります。「社員一人ひとりの意識を高めること」と「継続容易な、ミスをし
ないための仕組みづくり」の両方を推進していただきたいという願い
を込め、これからのさらなる活動に期待します。

身近なテーマを、さまざまな視点で表現しています。今後の活動に期待します。

第三者による
所見を受けて

●報告書の目的
この報告書は、東芝キヤリアグループの環境活動を中心に、
CSR活動もあわせたかたちで、正確にわかりやすく報告すること
を心がけています。またこれを通じて、ステークホルダーの皆さま
とのコミュニケーションを図り、事業活動をレベルアップすること
を目的としています。

●報告対象分野と参考ガイドライン
この報告書は、東芝キヤリアグループの企業活動の基本的な概
念、現在までの取り組み、2016年度実績と、一部2017年度の活
動情報を掲載しています。環境項目については、環境省の「環境報
告書ガイドライン（2007年度）」の項目から報告すべき重要な項目
を抽出し、ISO26000の7つの中核主題に沿って整理したうえで、
「マテリアリティマトリックス」（下表）を用いて選択しました。また、
主な活動について、SDGsとの関連を表記しました。

●理解しやすい報告書を目指して
編集にあたっては、一般の方でも理解できるよう極力平易な表
現を心がけ、図や写真などを加えて、視覚的なわかりやすさを追求
しました。詳細データは各項目にURLを記載していますので、あわ
せてご覧ください。
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・東芝開利空調（中国）有限公司

《 その他の項目 》
上記8社に加え、以下の会社を対象としています。
・広東美芝制冷設備有限公司
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※Energy Service Companies : 企業が省エネルギーに関する包括的なサービスをお客様に提供し、
　発生する省エネ効果（メリット）の保証等と引き換えにその効果の一部を報酬として受取るもの。
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社会・環境報告書に対する第三者所見
Observation by Third Party on Our CSR Report   第三方对社会·环保报告书的意见

労働慣行人 権

コミュニティ参画
および開発 消費者課題 公正な事業慣行

組織統治 環 境

ISO26000の７つの中核主題を各アイコンで示しています。

松尾先生、第三者所見をいただきありがとうございます。今回は、「SDGs」の項目について、私たちの活動と
結び付けてみました。今後も「パリ協定」や「愛知目標」とともに、できることから進めていく考えです。また、今

年度のテーマ「資源有効活用」は、資源の少ない日本にとって、企業活動と一般生活活動の両方で真剣に考えるべきテーマです。歴史的
経緯を含め、この報告書を手にした方々に理解していただくために、「すごろく」という形で順を追いながら解説し、さらに関係者の座談会
を開催しました。現在、持続可能な社会の実現にあたっては、「資源有効活用」の課題や、「地球温暖化抑制」など、環境に関するさまざまな
問題がありますが、製品を提供する私たちは、それを生み出すところから終末まで責任を持たなければなりません。それらの課題や、先生
からのご指摘もある「日々の企業活動の中での環境リスク」を撲滅し、全社での環境意識を高めるために「ecoスタイルリーダー登録制
度」を活用し、環境活動の裾野を広げるとともにレベルアップを図ろうと考えています。また、ヒートポンプを活用した環境調和型製品をこ
れからも創生し、グローバルに提供していくことで環境負荷低減に少しでも寄与できるよう努力していきたいと思います。

松尾 廣伸 (まつお ひろのぶ)
静岡大学大学院総合科学技術研究科
工学専攻電気電子工学コース　助教

●プロフィール
豊橋技術科学大学大学院 工学研究科修士課程 電気･電子工学専攻修了
豊橋技術科学大学大学院 工学研究科博士後期課程 総合エネルギー工学専攻修了 博士（工学）
現在、住宅における再生可能エネルギーの高効率利用、施設園芸における省エネルギー・低コスト化、
住宅・建築物（キャンパス）における省エネルギー化と温熱環境などに関する研究に従事

東芝キヤリア 環境推進室 室長　社会・環境報告書2017　企画・編集長　佐々木 美弥

　今年度の社会・環境報告書は、今注目される「SDGs」、さらに「パリ
協定」に寄与する環境調和型製品を、環境負荷が少ない状態で製造
していることが分かりやすく示されています。某大国が離脱を宣言し
ている現状において、「パリ協定」に沿って努力することが、長い目で
見た場合に間違いなく人々を幸せにする方向であると思います。
　報告書の全体構成では、2015年度版から「地球温暖化抑制」「化
学物質管理」と中核テーマを設定し、3年目の今年は「資源有効活用」
を取り上げました。このテーマは、環境負荷低減だけではなく、生産性
の向上にも結び付くものです。大形の製品や設備は長期間使用する
ことになるので、環境性能とトータルコストをしっかり考えて導入すべ
きだと思います。
　また、世界初のインバーターエアコンを世に送り出した東芝が、そ
の後米国キヤリア社との合弁によって東芝キヤリアとして誕生し、今
日に至るまで、数々の環境活動を実践してきたあゆみが誌面に加わ
りました。環境調和型製品の提供を通じて、これからも社会に貢献す
る東芝キヤリアの意欲が伝わってきました。
　以下、主な記事について項目別に所見を述べさせていただきます。

●特集①②　トピックス・座談会について
　「産廃・リサイクル・ゼロエミッション・トータル設計」を歴史のステージに
見立てた“すごろく”が非常に良いと思います。私たち消費者は上手に3R
を活用し、廃棄物を適正に処理しなければならないことや、企業活動のさ
まざまな場面で取り組むべき重要な事項が存在することが、このすごろ
くを通じて理解できます。一方、リサイクルの陰に隠れた違法行為が消え
ないことは誠に残念でなりません。また、座談会での皆さんのコメントか
ら、設計段階から分解のしやすさ、製造段階での資源の有効活用、冷媒
回収のしやすさなど、空調機のライフサイクル全体における環境への取
り組みが理解できました。マニフェストに関しては、単なる電子化にとどま
らず、IoTを活用した使いやすい仕組みになるとさらに良いと思います。

●製品紹介①②について
　多くの製品において省エネ性が進んでいることが理解しやすく示さ
れています。工場における製品ソリューションという切り口で、自社工
場とお客さまの事例を多く掲載していることにより、導入がイメージし
やすいと思います。また、潜在ポテンシャルが非常に高いと思う「熱回
収CAONS」は、積極的な提案を今後も続けていただき、ESCO事業※
などでの拡大展開を期待するとともに、低温熱のコントロールが得意
なヒートポンプの活用の場を、ぜひ広げていただきたいと思います。

●環境活動・環境イベントについて
　CO2排出量、廃棄物発生量、化学物質排出量が各拠点で大きく異
なり、それぞれの特徴がうかがえます。省エネ照明機器やトップラン
ナー変圧器の導入は、御社の省エネ空調機器を導入するのと同じで
採算性も高いと思います。法規制の違いなどはあるものの、世界の各
拠点で先進的な取り組みをいち早く普及させ、世界に名だたる環境
企業になってほしいと思います。
　今年で6回目となる夏休みの環境イベントは、初めて参加したeco
スタイルリーダーと子どもたちが楽しく学ぶ様子が描かれています。
この企画は、今後も維持、発展させていただき、工場見学から出張授
業へ、そして各地域での活動へと展開していただければと思います。
次代を担う子どもたちの心に自然への思いを伝え続けてもらいたい
と願っています。

　最後に、会社全体としての素晴らしい取り組みが伝わってきます。
社員の皆さま一人ひとりの心に、環境への意識が浸透しているからだ
と思います。しかし、ふとした油断で大きな失敗へとつながることもあ
ります。「社員一人ひとりの意識を高めること」と「継続容易な、ミスをし
ないための仕組みづくり」の両方を推進していただきたいという願い
を込め、これからのさらなる活動に期待します。

身近なテーマを、さまざまな視点で表現しています。今後の活動に期待します。

第三者による
所見を受けて

●報告書の目的
この報告書は、東芝キヤリアグループの環境活動を中心に、
CSR活動もあわせたかたちで、正確にわかりやすく報告すること
を心がけています。またこれを通じて、ステークホルダーの皆さま
とのコミュニケーションを図り、事業活動をレベルアップすること
を目的としています。

●報告対象分野と参考ガイドライン
この報告書は、東芝キヤリアグループの企業活動の基本的な概
念、現在までの取り組み、2016年度実績と、一部2017年度の活
動情報を掲載しています。環境項目については、環境省の「環境報
告書ガイドライン（2007年度）」の項目から報告すべき重要な項目
を抽出し、ISO26000の7つの中核主題に沿って整理したうえで、
「マテリアリティマトリックス」（下表）を用いて選択しました。また、
主な活動について、SDGsとの関連を表記しました。

●理解しやすい報告書を目指して
編集にあたっては、一般の方でも理解できるよう極力平易な表
現を心がけ、図や写真などを加えて、視覚的なわかりやすさを追求
しました。詳細データは各項目にURLを記載していますので、あわ
せてご覧ください。

《 環境負荷にかかわる諸データ 》
東芝キヤリアグループ ： 8社

・東芝キヤリア タイ社
・東芝開利空調販売(上海)有限公司
・TCFGコンプレッサ(タイ)社
・東芝開利空調（中国）有限公司

《 その他の項目 》
上記8社に加え、以下の会社を対象としています。
・広東美芝制冷設備有限公司
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東芝キヤリアの概要
Introduction of Toshiba Carrier    东芝开利简介

TOSHIBA
CARRIER
GROUP

2017東芝キヤリアグループ

社会・環境報告書

社　　　名：東芝キヤリア株式会社

営 業 開 始：1999年4月 （株）東芝・空調設備事業部と
米国キヤリア社の合弁会社として東芝キヤリア（株）発足

所　在　地：本社事務所／神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
　　　　　　ラゾーナ川崎東芝ビル
富士工場／静岡県富士市蓼原336
掛川開発センター／静岡県菊川市加茂1300-3
津山工場／岡山県津山市国分寺555

代　表　者：取締役社長　近藤 弘和

資　本　金：115億1,000万円（2017年6月現在）

従 業 員 数：約2,300名（連結約4,900名）（2017年3月現在）

株　　　主：東芝インフラシステムズ株式会社 60％、
キヤリア HVACR インベストメンツ B. V. 40%

関 係 会 社：国内4社、海外13社

主 要 品 目：
（販売品目）

1） 店舗・オフィス用エアコン、ビル用マルチ空調システム、
 設備用パッケージエアコン
2) 産業用空調、熱源システム
 （チリングユニット、パッケージエアコン、ファンコイルユニット）
3) ヒートポンプ給湯機
4) 家庭用エアコン
5) コールドチェーン機器（ショーケース、冷凍機、クーリングユニット）
6) 換気扇、換気システム
7) コンプレッサー

Have Fun with an Eco Crossword Puzzle! 挑战eco纵横填字字谜！

ecoクロスワードパズルにチャレンジ！

 初版　2017年10月発行

タテのカギ
 １． 1982年に（株）東芝が世界初インバーター搭載ルーム□□□□を開発した。（ヒントはP3）
 ４． 世界194カ国で調印された気候変動抑制に関する多国間の国際的な協定「□□協定」。（ヒントはP1）
 ５． 自然または自然に近い環境で、生き物が住み着くことのできる場所を□□□□□という。（ヒントはP21）
 ７． 東芝キヤリアは製品企画、部品調達から製品使用後まで、製品の□□□サイクルを考えたものづくりをしている。（ヒントはP7）
 ９． 東芝キヤリアで環境活動の中心メンバーとして登録されている従業員は「東芝キヤリアeco□□□□リーダー」。（ヒントはP22）
10. 東芝キヤリア津山工場の敷地内で、生息地の拡大を行っている絶滅危惧種の植物は「□□□タデ」。（ヒントはP24）

ヨコのカギ
 ２． 業界トップレベルの省エネ性能を実現し、商品を3方向から取り出せる
 3Faceインバーターショーケースはスーパーマーケットや□□□□エンスストアで使用されている。（ヒントはP15）
 ３． Reduce、Reuse、Recycleの頭文字を取った言葉で、環境にできるだけ負荷をかけない
 循環型社会を形成するための重要な考え方を「□□□アール」という。（ヒントはP7）
 ４． 東芝キヤリアの環境推進担当責任者が、グループ内拠点を訪問し、
 各拠点の課題解決に対して支援する活動を「グローバル環境□□□□□」という。（ヒントはP18）
 ６． 東芝キヤリアは資源有効活用の観点から、製品の部品に「再生□□□□□□」を採用している。(ヒントはP13)
 ８． 空調機器の冷媒として使用されている「□□□」の回収は大切。（ヒントはP12）

http://www.tcckankyo.com/
pc/ecoquiz_login.htm

PCからアクセス

解答者全員に粗品を差し上げます。
応募方法は、下記URLまたはQRコードから
アクセスし、解答を入力してください。

ケータイは
こちらから
アクセス！

すごろくで
しっかり勉強したから、

僕もパズルに
挑戦だ！

2017年度版「社会・環境報告書」はいかがでしたか。今年度のテーマの
「資源有効活用」を中心とした東芝キヤリアグループの環境活動がご理解
いただけたと思います。さあ、最後に「ecoクロスワードパズル」で頭の体操です。
報告書の中に、ヒントが隠れていますよ。

ＶＯＣ（揮発性有機化合物）成分
ゼロの環境に配慮した100%
植物油インキを使用しました。

有機物質を含んだ廃液
が少ない、水なし印刷
方式で作成しました。

東芝キヤリアは、静岡県の豊かな森
づくりをサポートしています。この

『ふじのくに森の町内会』の紙には、
林地に捨てられる間伐材を資源とし
て活用する費用が含まれています。

http://www.tcckankyo.com/pc/ecoquiz_login.htm

