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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。

いろはかるた

http://www.tcckankyo.com/pc/iroha_login.htm
PCからアクセス

Iroha-Karuta 伊吕波纸牌

応募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、回答を入力してください。

省エネ月間（2月）の「節電いろはかるた」
と環境月間（6月）の「環境いろはかるた」
の作品のうち、各文字1点ずつを本報告書
の各ページ下段に掲載しています。お気に
入りの3点を選んで投票してください！

ケータイは
こちらから
アクセス！

＜2011年度の投票結果＞
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社会・環境報告書
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東芝キヤリアグループ



　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
ソリューションを提供します。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。
震災以降、節電の需要が高まっており、環境負荷の比較
的多い産業用分野に対して、化石燃料などからの熱源転
換に対応できるヒートポンプ熱源機の提供を開始しまし
た。また、地球規模での環境負荷の低減を考え、これから
ますますCO2の排出量が増えていくと懸念されている新
興国に対し、他社に先駆け、環境調和型製品を市場に投
入しました。東芝キヤリアグループは、「良き地球市民とし
て」どうあるべきかを常に考えながら、企業の社会的責任
（CSR）を果たすことを重視し、（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展開し
ます、（3）健全で透明な経営をします、の3点を経営理念と
して掲げ、日常業務の中でグループ社員への浸透を図っ
ていきます。

　東芝キヤリアでは、お客さまのニーズを重視しながら、
節電対応をはじめとする温暖化対策、資源の有効活用、化
学物質管理を念頭においた環境調和型製品を提供してい
きます。東芝グループでは、「Green of Product」として、
環境性能No.1およびオンリーワン製品を「エクセレント
ECP」として認定しています。現在7製品群について「エク
セレントECP」の認定を受け、今後さらに拡大していきま
す。また、「Green of Process」では、事業活動にかかわる

あらゆる環境負荷の低減を推進します。今年度から、タイ
の製造拠点も加わり、今後は、国内はもとより、海外の製
造拠点でも環境負荷低減に努め、環境調和型製品を製造
し提供していきます。

　2010年度の「国際生物多様性年」以降は各企業が生
物多様性保全を強く意識しはじめました。東芝キヤリアグ
ループでは、それに先駆け、2009年度から国内の主要3
拠点において、生物多様性保全活動を展開してきました。
国内最大の製造拠点である富士事業所、自然豊かな津山
事業所や掛川事業所では、事業所敷地内にさまざまな生
物が生息するビオトープが形成されています。今後さら
に、これらの自然を観察保護しながら、各事業所が生物多
様性保全活動を実施し、地球内企業として自然と調和し
た企業活動を推進します。

　今回、富士事業所において地域の大学生との協働によ
る「小学生の環境新聞づくり」を実施しました。当事業所の
環境活動を紹介するだけでなく、お互いのコミュニケー
ションを大切にし、企業活動を通じて少しでも地域の皆さ
まに活力をお届けしたいと考えています。また、企業活動
の全ステージにおいて、多くのステークホルダーの皆さま
のご協力をいただきながら、グループ全員が一丸となっ
て、より良い環境調和型製品の提供を目指していきます。

環境創造企業として、さらなる
グローバルヒートポンプソリューション企業へ

We recognize CSR is a management matter of the utmost 
importance, and aim at the reduction of global environ-
mental burdens. Responding to the need for electricity-saving 
after the great earthquake in the northeastern district of 
Japan, we started to provide heat-pump machines to 
change the heat source from fossil fuel in the industrial 
society where the environmental burdens are relatively 
large. In addition to that, we put environment-conscious 
products into the market of emerging countries where 
increased CO2 emissions are expected in future, ahead of 
competitors. We always consider how we can be a good 
global citizen, give weight to the fulfillment of CSR, and 
make the employees of our group companies fully aware of 
it in their day-to-day work.

Placing a high value on customers’ needs, Toshiba Carrier 
Corporation provides No. 1 products in terms of environ-
mental performance, bearing in mind the measures against 
warming including electricity-saving, effective use of resources 
and chemical substance control. Along with our production 
site in Thailand which was inaugurated this year, we strive 
for reduction of environmental burdens in our domestic and 
overseas production sites, and manufacture and provide 
environment-conscious products.

We promote corporate activity in harmony with nature, 
through conservation of biological diversity. At our Fuji 
Operation Center, the biggest domestic manufacturing site, 
and Tsuyama Operation Center and Kakegawa Operation 
Center, both with rich natural surroundings, various living 
things inhabit the surroundings and create biotopes. We 
protect these living things, carry out activities to preserve 
biological diversity at each Operation Center, and promote 
corporate activity in harmony with nature.

We try not only to introduce the environmental activities of 
our Operation Centers, but also to deliver dynamism to the 
local area through cooperation with regional communities. 
All of our groups work together and aim to provide better 
environment-conscious products to the society with the 
support of our stakeholders.

CSRを経営の最重要事項とし、
世界の環境負荷低減を目指します

環境性能No.1の製品を
グローバル拠点から提供します

生物多様性保全を通じて
自然と調和した企業活動を推進します

地域社会との連携を考えながら
グループ一丸となった活動を展開します

Becoming a Global Heat-pump Solution 
Provider as an Environmentally 
Creative Company
作为创新环保型企业，进一步努力成为全球性的热泵解决方案供应商

2012年9月

President & CEO Toshiba Carrier CorporationPresident & CEO Toshiba Carrier Corporation  Akira Inoue
東芝キヤリア株式会社　取締役社長東芝キヤリア株式会社　取締役社長  井上 章
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物多様性保全を強く意識しはじめました。東芝キヤリアグ
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環境活動を紹介するだけでなく、お互いのコミュニケー
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のご協力をいただきながら、グループ全員が一丸となっ
て、より良い環境調和型製品の提供を目指していきます。

環境創造企業として、さらなる
グローバルヒートポンプソリューション企業へ

September, 2012  Akira Inoue

We recognize CSR is a management matter of the utmost 
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事業慣行

課題に対する取り組み

　雇用、労働条件、人材育成、社会対話などの観点
から、この報告書では、外国籍従業員や障がい者の
雇用状況、女性従業員比率を紹介するとともに、各
種対話会の実施状況を紹介しています。

労働慣行

　環境汚染の防止、持続可能な資源活用、自然環
境の保護などのテーマが挙げられています。この報
告書では、製造メーカーの立場から、製造工程にお
ける環境への取り組みや、事業所単位で実施して
いる生物多様性活動などを紹介しています。

環境

　組織が目的を追求する上で決定を下し、実施す
るときに従う基準があります。この報告書では、各
拠点および関係会社の活動紹介、内部統制システ
ムや通報制度などについて、環境・社会活動におけ
る「組織統治」を紹介しています。

組織統治

　「企業には人権を尊重する責任がある」という基
本的な方針に基づいています。この報告書では、
東芝キヤリアグループが、東芝グループの行動基
準に従った事業活動を実践し、人間尊重の活動を
行っていることを紹介しています。

人権

　安全で安心してご使用いただける製品をお客さまに提供することを最
大の使命としていることから、この報告書では、お客さまや製品開発など
による誌上座談会、生活のさまざまな場面で活躍している製品の姿など
を紹介しています。

消費者課題

　地域に根ざした事業活動を行うという指針のもと、地域社会と日常の
コミュニケーション活動を積極的に行っています。この報告書では、事業
所見学を行った小学生が環境新聞をつくる活動や、フロンの見える化活
動などを紹介しています。

コミュニティ参画および開発

　法令などの遵守、公正・誠実な競争による事業活動を推進、知的財産
権の保護に関する方針の徹底という観点から、この報告書では、委員会
の設置などによる法令遵守活動や、年度ごとの特許出願状況をはじめ
とした知的財産の権利化を紹介しています。

公正な事業慣行

●報告書の目的
　この報告書は、人間社会と地球環境への貢献を目指した東
芝キヤリアグループの取り組みを正確に分かりやすく報告し、
ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションにより、企業
活動をレベルアップすることを目的としています。

●理解しやすい報告書を目指して
　編集にあたっては、ISO26000の7つの中核主題に沿って整理
し、一般の方でも理解できるよう極力平易な表現を心掛け、図や
写真などを加えて視覚的な分かりやすさを追求しました。詳細
データはホームページに記載していますので、併せてご覧ください。

●報告対象組織
　この報告書は、以下の組織を対象としています。

●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事業活動にお
けるCSRについて、基本的な概念、現在までの取り組み、
そして2011年度実績を報告しています。さらに、最新の
活動については、2012年4月1日以降の内容でも最新
の情報として一部掲載しています。環境項目の記載は、
環境省の「環境報告書ガイドライン（2007年度版)」の項
目から報告すべき重要な内容を選択しました。

●報告対象期間
 2011年4月1日～2012年3月31日

●発行元
 東芝キヤリア株式会社 
 環境・CSR本部　編集に

あたって

《 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（株）
・東芝キヤリア空調サービス（株）
・東芝キヤリアエンジニアリング（株）
・富士東芝キヤリアプロダクツ（株）
・東芝キヤリアリビングサービス（株）
・（株）キャリア総合サービス
・富士冷熱工業(株)
・東芝開利空調販売（上海）有限公司

《 その他の項目 》
左記8社に加え、以下の会社を
対象としています。
・東芝キヤリア タイ社
・広東美芝制冷設備有限公司
・広東美芝精密製造有限公司
・広東美的制冷設備有限公司
・広東美的商用空調設備有限公司

発行責任者： 北川 重治

企画・編集長： 佐々木 美弥

編　集　員： 今村 真也
 市丸 雅浩
 狩野 照一
 藤澤 卓哉

デ ザ イ ン ： 遠藤 麻里

DTP編集統括： 石塚 久子　

トピックス原稿制作： 横井 透

挿絵（イラスト）： 若林 亜矢

STAFF

OHSAS18000／ISO14001／
ISO9001の取得

　東芝グループは、「人を大切にします」という経営
理念のもと、従業員の安全と健康の確保に力を注
いできました。その取り組みの1つが労働安全衛生
マネジメントシステムの構築です。東芝キヤリアグ
ループでは、2009年1月に、国内すべての製造拠
点が労働安全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、安全健康管
理体制の継続的改善に努めています。
　また、富士、津山、掛川の各事業所や、品川本社と
富士冷熱工業（株）もISO14001取得を完了し、継
続的に審査を受けています。さらに、品質管理およ
び品質保証の国際規格「ISO9001：2008」の認証
も取得しています。

7項目の中核主題に該当するCSR活動を記載
東芝キヤリアグループのCSR活動 东芝开利集团的企业社会责任CSR活动

CSR Activities of the Toshiba Carrier Group

　東芝キヤリアグループでは、CSR（Corporate Social Responsibility）活動を、経営理念に基づいたすべての事業活動の
基盤に位置づけています。持続的に事業を拡大していくためにはCSRは必須であり、ステークホルダーの皆さまや地球環境に
対して責任をもった運営を行う必要があります。
　今年度の社会・環境報告書は、2010年11月に発行されたISO26000にあるCSR活動の7つの中核主題を構成の基本とし
ています。本誌内では、各記載項目に、それぞれの中核主題を示すマークを付記することによって、該当する中核主題を明示し
ています。

3 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2012 い一緒にやれば効果が大きいエコ運動（関係会社／室岡 芳直）　ろ論より証拠　節電努力が　家計の助け（スタッフ部門／エネ太郎）
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ISO26000
7つの中核課題

組織統治

人 権 コミュニティ参画
および開発

労働慣行 消費者課題

環 境 公正な
事業慣行

課題に対する取り組み

　雇用、労働条件、人材育成、社会対話などの観点
から、この報告書では、外国籍従業員や障がい者の
雇用状況、女性従業員比率を紹介するとともに、各
種対話会の実施状況を紹介しています。

労働慣行

　環境汚染の防止、持続可能な資源活用、自然環
境の保護などのテーマが挙げられています。この報
告書では、製造メーカーの立場から、製造工程にお
ける環境への取り組みや、事業所単位で実施して
いる生物多様性活動などを紹介しています。

環境

　組織が目的を追求する上で決定を下し、実施す
るときに従う基準があります。この報告書では、各
拠点および関係会社の活動紹介、内部統制システ
ムや通報制度などについて、環境・社会活動におけ
る「組織統治」を紹介しています。

組織統治

　「企業には人権を尊重する責任がある」という基
本的な方針に基づいています。この報告書では、
東芝キヤリアグループが、東芝グループの行動基
準に従った事業活動を実践し、人間尊重の活動を
行っていることを紹介しています。

人権

　安全で安心してご使用いただける製品をお客さまに提供することを最
大の使命としていることから、この報告書では、お客さまや製品開発など
による誌上座談会、生活のさまざまな場面で活躍している製品の姿など
を紹介しています。

消費者課題

　地域に根ざした事業活動を行うという指針のもと、地域社会と日常の
コミュニケーション活動を積極的に行っています。この報告書では、事業
所見学を行った小学生が環境新聞をつくる活動や、フロンの見える化活
動などを紹介しています。

コミュニティ参画および開発

　法令などの遵守、公正・誠実な競争による事業活動を推進、知的財産
権の保護に関する方針の徹底という観点から、この報告書では、委員会
の設置などによる法令遵守活動や、年度ごとの特許出願状況をはじめ
とした知的財産の権利化を紹介しています。

公正な事業慣行

●報告書の目的
　この報告書は、人間社会と地球環境への貢献を目指した東
芝キヤリアグループの取り組みを正確に分かりやすく報告し、
ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションにより、企業
活動をレベルアップすることを目的としています。

●理解しやすい報告書を目指して
　編集にあたっては、ISO26000の7つの中核主題に沿って整理
し、一般の方でも理解できるよう極力平易な表現を心掛け、図や
写真などを加えて視覚的な分かりやすさを追求しました。詳細
データはホームページに記載していますので、併せてご覧ください。

●報告対象組織
　この報告書は、以下の組織を対象としています。

●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事業活動にお
けるCSRについて、基本的な概念、現在までの取り組み、
そして2011年度実績を報告しています。さらに、最新の
活動については、2012年4月1日以降の内容でも最新
の情報として一部掲載しています。環境項目の記載は、
環境省の「環境報告書ガイドライン（2007年度版)」の項
目から報告すべき重要な内容を選択しました。

●報告対象期間
 2011年4月1日～2012年3月31日

●発行元
 東芝キヤリア株式会社 
 環境・CSR本部　編集に

あたって

《 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（株）
・東芝キヤリア空調サービス（株）
・東芝キヤリアエンジニアリング（株）
・富士東芝キヤリアプロダクツ（株）
・東芝キヤリアリビングサービス（株）
・（株）キャリア総合サービス
・富士冷熱工業(株)
・東芝開利空調販売（上海）有限公司

《 その他の項目 》
左記8社に加え、以下の会社を
対象としています。
・東芝キヤリア タイ社
・広東美芝制冷設備有限公司
・広東美芝精密製造有限公司
・広東美的制冷設備有限公司
・広東美的商用空調設備有限公司

発行責任者： 北川 重治

企画・編集長： 佐々木 美弥

編　集　員： 今村 真也
 市丸 雅浩
 狩野 照一
 藤澤 卓哉

デ ザ イ ン ： 遠藤 麻里

DTP編集統括： 石塚 久子　

トピックス原稿制作： 横井 透

挿絵（イラスト）： 若林 亜矢
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OHSAS18000／ISO14001／
ISO9001の取得

　東芝グループは、「人を大切にします」という経営
理念のもと、従業員の安全と健康の確保に力を注
いできました。その取り組みの1つが労働安全衛生
マネジメントシステムの構築です。東芝キヤリアグ
ループでは、2009年1月に、国内すべての製造拠
点が労働安全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、安全健康管
理体制の継続的改善に努めています。
　また、富士、津山、掛川の各事業所や、品川本社と
富士冷熱工業（株）もISO14001取得を完了し、継
続的に審査を受けています。さらに、品質管理およ
び品質保証の国際規格「ISO9001：2008」の認証
も取得しています。

7項目の中核主題に該当するCSR活動を記載
東芝キヤリアグループのCSR活動 东芝开利集团的企业社会责任CSR活动

CSR Activities of the Toshiba Carrier Group

　東芝キヤリアグループでは、CSR（Corporate Social Responsibility）活動を、経営理念に基づいたすべての事業活動の
基盤に位置づけています。持続的に事業を拡大していくためにはCSRは必須であり、ステークホルダーの皆さまや地球環境に
対して責任をもった運営を行う必要があります。
　今年度の社会・環境報告書は、2010年11月に発行されたISO26000にあるCSR活動の7つの中核主題を構成の基本とし
ています。本誌内では、各記載項目に、それぞれの中核主題を示すマークを付記することによって、該当する中核主題を明示し
ています。

4東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2012は早寝早起きエコライフ（スタッフ部門／ほっきょく）　に日本の資源は輸入です　地球の資源を有効に（関係会社／小林 正人）



●食事 3時間
●通勤 2時間
●仕事 9時間
●睡眠 7時間
●その他 3時間

加工サンプルA

加工サンプルA

●食事 3時間
●通勤 2時間
●仕事 9時間
●睡眠 7時間
●その他 3時間

24

加工サンプルA
　森を歩いたことがありますか。新鮮な空気を味わいながら、ふ
と見渡すと何百年もの時間をそこで過ごした巨木に出合うこと
がありますね。人間の寿命が80年くらいだとすると、巨木はその

何倍もの年月を、誰の助け
も借りずに命を維持し続け
ているのです。何ともたくま
しいじゃありませんか。しか
し科学が進歩し、人間が樹
木などの領域を侵し始める
と、自然の健康を害するだ
けにはとどまらず、人間自ら
の健康にも影響が及んでし
まうのです。大量の水を貯
え、青々とした葉を茂らせる
巨木は、二酸化炭素を吸収

し、河川を潤して人の健康維持にも大きくかかわっています。つ
まり、人間よりはるかに長い時間を生きている「自然」が、いった
んバランスを崩すと、人間への影響はあっという間なのです。森
を歩き、巨木に出合う機会があったら、足を止め目を閉じて耳を
澄ましてみましょう。あなたの健康がきっと感じ取れるはずです。

　日本人は感情を表に出さないといわれますが、感情表現を端
的に言い表す「喜怒哀楽」という日本語もありますよね。実は、
「喜」「怒」「哀」「楽」は、心と体の架け橋ともいわれる自律神経と
深い関係があります。感情はもちろん、ストレス、食欲や睡眠な
どの欲求にも非常にデリケートな自律神経に情報が伝わると、
自律神経は交感神経と副交感神経をうまく切り替えながら、体
を正常な状態、つまりバランスを保とうとします。確かに、いつも
怒ってばかりいる人や、反対に喜んでばかりいる人などいるは
ずがありません。喜怒哀楽を繰り返しながら日々の暮らしを送り、
バランス調整しているのが人間です。心と体のバランスを上手
にコントロールするには、まず感情のコントロールを上手に行う
ことですね。

　バランスといえば、「やじろべえ＝弥次郎兵衛」。弥次郎兵衛は、
江戸の頃から庶民の玩具として親しまれていたようです。さらに
驚くのは、傘の上で弥次郎兵衛を踊らせる曲芸のような仕事も
あったという説も…。

　このような曲芸師は、1日どれくらい仕事を行い、どれくらい稼
いだのでしょうか。仕事時間と仕事以外の時間のバランスについ
て、昔の人は釣り合っていると思っていたのでしょうか。ワークラ
イフバランスという言葉が存在しなかった時代に、弥次郎兵衛で
バランスの妙技を披露する曲芸師が、仕事時間と生活時間の釣
り合いを考えていたのか、質問してみたくなります。少なくとも現
代に暮らす私たちは、気持ちの中に自分だけの「やじろべえ」をも
つと、毎日が充実するかもしれません。

　大昔の人が定めた1日＝24時間。この24時間は、皆に等しく
与えられている時間です。しかし、24時間の使い道は人によって
さまざまです。例えば、仕事＝9時間、食事＝3時間、睡眠＝7時間、
通勤＝2時間、それ以外の時間＝3時間という配分で1日のバラ
ンスを取っている人がいるかと思えば、睡眠時間以外の大半を
勉強に費やす人も少なくありません。もし1日が25時間だったら、
あなたは増えた1時間を何に充てますか。逆に23時間だったら、
何を減らしますか。世界でも働くことが好きだといわれる日本人
ならば、増えた1時間を仕事に充て、減った場合は睡眠を削るの
でしょうか。しかし、どう転んでも24時間が変わらないのなら、
仕事が充実するような「仕事以外の時間づくり」を工夫し、総合
的なバランスを取りたいものですね。

森で感じよう、体のこと 喜怒哀楽はバランスのバロメータ もってますか？ 心の中にやじろべえ 考えよう！ 24時間の有効活用

一人の人間として考えてみましょう。健康は何を行うにも
欠かせない条件です。自然界の営みや感情が、カラダのバランスに
影響を及ぼしてしまうことを理解しましょう。

BALANCE

 Health

健 康

健康を維持している人間は働きます。
仕事とプライベートの時間配分や、平等に与えられた24時間の
使い方について、バランスという視点で考えてみましょう。

～ 私たちに出された宿 題 ～

健康、仕事、私生活。
あなたのバランスは、
いかがですか。

1
Work & Time

仕事

2

特集 ❶

Balance / 平衡

5 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2012 ほ本当に　必要ですか　その灯り（関係会社／小泉 智彦）　へへルプ　ミー　地球の悲鳴が　聞こえます（サービス部門／ぐりさん）
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加工サンプルA
　森を歩いたことがありますか。新鮮な空気を味わいながら、ふ
と見渡すと何百年もの時間をそこで過ごした巨木に出合うこと
がありますね。人間の寿命が80年くらいだとすると、巨木はその

何倍もの年月を、誰の助け
も借りずに命を維持し続け
ているのです。何ともたくま
しいじゃありませんか。しか
し科学が進歩し、人間が樹
木などの領域を侵し始める
と、自然の健康を害するだ
けにはとどまらず、人間自ら
の健康にも影響が及んでし
まうのです。大量の水を貯
え、青々とした葉を茂らせる
巨木は、二酸化炭素を吸収

し、河川を潤して人の健康維持にも大きくかかわっています。つ
まり、人間よりはるかに長い時間を生きている「自然」が、いった
んバランスを崩すと、人間への影響はあっという間なのです。森
を歩き、巨木に出合う機会があったら、足を止め目を閉じて耳を
澄ましてみましょう。あなたの健康がきっと感じ取れるはずです。

　日本人は感情を表に出さないといわれますが、感情表現を端
的に言い表す「喜怒哀楽」という日本語もありますよね。実は、
「喜」「怒」「哀」「楽」は、心と体の架け橋ともいわれる自律神経と
深い関係があります。感情はもちろん、ストレス、食欲や睡眠な
どの欲求にも非常にデリケートな自律神経に情報が伝わると、
自律神経は交感神経と副交感神経をうまく切り替えながら、体
を正常な状態、つまりバランスを保とうとします。確かに、いつも
怒ってばかりいる人や、反対に喜んでばかりいる人などいるは
ずがありません。喜怒哀楽を繰り返しながら日々の暮らしを送り、
バランス調整しているのが人間です。心と体のバランスを上手
にコントロールするには、まず感情のコントロールを上手に行う
ことですね。

　バランスといえば、「やじろべえ＝弥次郎兵衛」。弥次郎兵衛は、
江戸の頃から庶民の玩具として親しまれていたようです。さらに
驚くのは、傘の上で弥次郎兵衛を踊らせる曲芸のような仕事も
あったという説も…。
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仕事が充実するような「仕事以外の時間づくり」を工夫し、総合
的なバランスを取りたいものですね。

森で感じよう、体のこと 喜怒哀楽はバランスのバロメータ もってますか？ 心の中にやじろべえ 考えよう！ 24時間の有効活用

一人の人間として考えてみましょう。健康は何を行うにも
欠かせない条件です。自然界の営みや感情が、カラダのバランスに
影響を及ぼしてしまうことを理解しましょう。

BALANCE

 Health

健 康

健康を維持している人間は働きます。
仕事とプライベートの時間配分や、平等に与えられた24時間の
使い方について、バランスという視点で考えてみましょう。

～ 私たちに出された宿 題 ～

健康、仕事、私生活。
あなたのバランスは、
いかがですか。

1
Work & Time

仕事

2

特集 ❶

Balance / 平衡
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●世界人口の推移 出典 : 総務省統計局「国勢調査」「人口推計」および国立社会保障・人口問題研究所
　　　「日本の将来推計人口（平成24年１月推計）」
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100億人突破（予測）

　既に70億を突破した人口は、あと100年足らずで100億人に
達するといわれています。人口の増加は、私たちの生活にどのよ
うな影響を及ぼすのでしょうか。暮らしや産業を支えるエネルギー
の大量消費はもちろん、「衣・食・住」それぞれの分野で消費の増加
が起こることは間違いないでしょう。中でも、食糧消費の増大はこ
れからの大きなテーマです。仮に、今と同じレベルの栄養状態を維
持しようとすれば、2倍以上の食糧供給が必要になるともいわれ
ています。人口100億人時代が到来するころは日本の人口は逆に
減少し、1億人をはるかに下回るといわれますが、現在の途上国が
経済的に発展していくことで、農村部から都市部への人口移動、
さらに、先進諸国への国際移動も考えられます。人口問題を地球
全体でみて、100億人時代に対応するバランス感覚が問われるは
ずです。

　先進国に続き、今後は、新興国の大量生産・大量消費・大量廃棄
が増大し、「持続可能な社会」の形成を脅かします。限られた地球
の資源では、生産に必要な物質やエネルギーの消費を賄いきれな
くなる時が迫っています。また、廃棄物の処理も大きな問題です。
「持続可能な社会」を継続するためには、リデュース（なるべく使わ
ない）、リユース（何度か使う）、リサイクル（再生して使う）という
「循環型社会」の形成が重要になります。例えば、エネルギー消費
では、環境調和型の製品を使うことにより「エネルギーの使用を最
小限に抑える/リデュース」「排熱が
利用できる/リユース」「太陽光や風
力などの再生エネルギーを利用す
る/リサイクル」ことが重要です。さ
らにヒートポンプを利用すれば、化
石燃料を使用せず、投入エネルギー
の何倍かのエネルギーを取り出すこ
とができます。最適なエネルギーの
利用方法をバランス良く適材適所
で使用することで、ムダを省いた「持
続可能な社会」を形成できる可能性
を見いだすことができます。

　東日本大震災で福島第一原発の事故を経験した私たちは、他
のどの国の人よりもエネルギーと未来の関係に頭を抱えている
のではないでしょうか。事故が起きた場合の放射能汚染と背中
合わせの原子力発電は、危険以外の何ものでもないという判断
から、ドイツのように脱原発路線を貫く国もあります。そうかと
いって、すべての電力を自然エネルギーだけで賄うと仮定すれ
ば、日本は電力の需要と供給のバランスが取れていません。製
造業の現場はもちろん、交通インフラやIT産業に大きな影響を
及ぼし、供給が需要に追いつかないことは目に見えています。電
気のない生活が当たり前として毎日を送っている人が、地球上
には16億人以上もいる現実を踏まえ、電力をはじめとするエネ
ルギーの需要と供給のバランスを考える前に、地球上の市民一
人ひとりがエネルギー問題を考えるバランス感覚を養う必要が
あるのではないでしょうか。

　スマートコミュニティが注目されています。これは、さまざまな
設備、エネルギー・交通・通信などのインフラ、行政サービスの在
り方を見直し、持続的な経済成長、医療・福祉、高齢化社会など、
周辺に存在する課題に対して社会システムの再構築に取り組む
もの。まさに、未来の街づくりに欠かせない構想です。日本は課
題先進国というあまりうれしくないレッテルが貼られるほど、環
境、少子高齢化、エネルギーなどの問題をたくさん抱えています。
これらの対応に向けた、人間中心の新たな価値を創造するコミュ
ニティの実現こそ、暮らす人々と街の調和＝未来バランスにほか
ならないのです。

　エネルギー問題を1つ取っても、エコキュートをはじめ、家庭で
も手軽にできる解決の糸口が続々登場しています。暮らしを包ん
でくれる街、暮らす人の活力がみなぎる街を実現し、視界良好な
未来社会を味わっていきたいものです。 

人口増で、こんなところにも影響が!？ 「持続と循環」地球が取り組むテーマ 未来のエネルギーを考えよう 未来の街づくりに欠かせないもの

地球や未来社会とも釣り合いの取れた関係を。

私たちが暮らす地球に目を向けてみましょう。
地球環境へ影響を及ぼすさまざまな要因について、
私たちがどのようなバランス感覚をもてるかが重要です。

Environment

自然環境

私たちが暮らす未来はどのような社会なのか。
エネルギー問題や街自体の新しい方向性がクローズアップされている中で、
未来バランスを考えましょう。

3
Future

未来

4

Relationship Balancing with the Globe and Future Society  / 　与地球以及未来社会取得平衡关系
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9 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2012

1 企業姿勢
Corporate Attitude   企业经营姿势

1

株主総会

取締役
取締役会

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

東芝キヤリア株式会社のガバナンス体制

監査役
監査役会

経営監査部

内部統制システム（監査） Internal Governance Systems (Audit)
内部统一管理体系（监查）

各種監査によるガバナンスの強化

東芝キヤリアは、会社法に基づき、取締役会において内
部統制システムを構築し、必要な各種規程を整備するな
ど、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでいます。監
査役3名（常勤1名）による監査役会では、年度ごとの監査
基本方針・活動計画を策定し、それらに従った各種監査活
動が実施されています。また内部監査部門である経営監査
部は、監査役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。

通報制度 Reporting System
举报制度

社内外ともに通報制度の拡充を

東芝キヤリアグループでは、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コンプラ
イアンス違反の防止を図っています。また、お取引先さまからの通報を受け付けるために「クリーン・パートナー・ライン」も
開設し、健全なパートナーシップの構築に努めています。

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

課題と向き合い、責任を果たす企業集団へ

東芝キヤリアグループは、東芝グループの一員として、「東芝グループ行動基
準※」に従って事業を行っています。この基準では、社会から信頼される企業集団
を目指し、人間尊重、豊かな価値の創造、世界の人々の生活・文化への貢献を
経営理念に掲げています。また、国際社会の一員としても「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。

さらに、社内ではゆるぎない“Integrity（インテグリティ）”を追求し、社会的な
課題と誠実に向き合い、積極的に責任を果たすこと、経営や財務の健全性、生
命・安全、コンプライアンスをすべての事業活動に優先させています。

※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#SOC02_1

Think B2B & Global ! Think B2B & Global !
“B2B与环球”的思考

各事業部門の連携から生まれる相乗効果

東芝キヤリアグループは、ヒートポンプソリューションカンパニー
を目指しています。確固たる経営理念および経営ビジョンを掲げ、
Think B2B※ & Global ! をスローガンに、お客さまの満足度と信
頼性の向上を基本として、迅速で確実な経営を行っています。

事業においては、［企画］［開発・設計］［調達］［製造］［販売］［品
質・サービス］［スタッフ］などの部門が一体となったコンパクトな組
織力を生かし、お客さまの要望に迅速にお応えしています。また、
事業活動を行うどのステージにおいても、環境活動を含むCSR活
動は、不可欠なものとして浸透しています。
※B2B：企業（Business）間の取引

東芝キヤリアグループ経営理念

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。

経営理念

「ヒートポンプソリューションカンパニー」を目指して
Think B2B & Global !スローガン

経営ビジョン

東芝キヤリアは、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。

ををっし！やるぞ　エコ活動（事務局／ふじたく）　わ分かったと自ら行動リサイクル　資源を増してより良い生活（関係会社／野村 秋子）

■  2011年度インテグリティ教育テーマ
ネットでの著作権
お客さまのニーズ
情報セキュリティ
取引代金の着服：不正使用
勧誘電話
職場をより良くするために
反社会勢力との取引排除
マナーについて
技術者倫理の遵守
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法令遵守 Compliance with Law
遵守法令

委員会の設置や各種教育で法令遵守を徹底

東芝キヤリアグループでは、事業活動を行っていく上ですべての法
令を確認し、各種通知による法令の周知や従業員教育の実施などを通
じ、グループ全体で法令遵守に取り組んでいます。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基本方針、体制、活動計画
などを審議し、コンプライアンス遵守状況の確認を行っています。

また、「東芝グループ行動基準」の遵守を従業員全員に義務付け、
「法令、社会規範、倫理の遵守」を最優先とすることを求めています。
さらに、毎年、同基準に基づいた従業員に対するさまざまな倫理・遵
法教育を行い、コンプライアンスのさらなる徹底を図っています。

特許出願・表彰 Patent Pending and Prize-giving
专利申请和表彰

成果保護のために知的財産の権利化を

東芝キヤリアでは、開発・
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。2011年度は、国内外で
140件を特許出願し、101
件を権利化しました。職務
発明などを行った従業員に
対して適切な補償を行うと
ともに、第三者の知的財産
権を侵害しないよう、事前
調査を徹底しています。近
年は、グローバル出願も強
化しています。

多様性推進・人材育成 Diversity Propulsion and Nurturing Human Resources
多样性推进和人材的培养

外国籍従業員や女性従業員も多数活躍

東芝キヤリアでは、外国籍の従業員が一緒に仕事をしています。
ここ数年では毎年1～2名の採用の実績があり、各部門の幅広い
職種に従事しています。また女性従業員比率は、2012年4月1日
現在、16.6％です。参事、主務、作業長などの役職を任されて活
躍する従業員もおり、今後も積極的な育成を図っていきます。障が
い者雇用も、富士特別支援学校の実習生を受け入れるなど、学校
や行政との連携を密にして雇用促進を図っています。2012年4月
1日現在、法定雇用率を上回る4.3％の雇用率を達成しています。
さらに、母性保護のための各種制度も整備し、それぞれのライフス
テージに合わせた働きやすい制度づくりに努めています。

外国籍従業員（2012年4月1日現在）

中国・韓国・インドネシア 71人

従業員の男女構成・役職者構成（2012年4月1日現在）

男性 女性
従業員数 1,979人 398人

うち、主任級以上役職者 694人 13人

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

2009年度 1人 11人 12人
2010年度 3人 10人 3人
2011年度 0人 9人 5人

■ 遵法教育一覧
独禁法教育 2011年 7月
環境教育 2011年 8月 ～ 9月
情報セキュリティ／ 
個人情報保護教育 2011年 11月 ～ 12月

著作権教育 2011年 12月
廃棄物処理法教育 2011年 12月
下請法教育 2011年 12月 ～2012年  2月
電気用品安全法教育 2012年 1月
東芝グループ行動基準教育 2012年 1月 ～ 2月
技術者倫理教育 2012年 2月 ～ 3月

■  （社）発明協会　関東地方発明表彰　受賞者一覧表 ※東芝ホームアプライアンス（株）に所属

年度 表彰名 登録番号 名　称 氏　名

2009年度
静岡県支部長賞 特許第3322778号 空気調和機における室外機の電気部品箱 仁木 茂※／石川 裕
発明奨励賞 特許第3984057号 HC冷蔵庫用レシプロ式コンプレッサー 佐々木 美弥

2010年度

静岡県支部長賞 特許第4109813号 ビル用マルチ空調システムの 
室外ユニット

望月 薫雄※／山本 敏浩／ 
田中 富雄／鈴木 啓浩

発明奨励賞 特許第3867006号 空気調和機用ロータリコンプレッサー
川辺 功／平野 浩二／ 
加藤 久尊／吉川 和宏／ 
竹谷 一吉

2011年度
発明協会会長奨励賞

（実施功績賞） 特許第4476792号 空気調和機の快眠運転制御 清水 克浩／矢ヶ部 真一／ 
東地 広明

発明奨励賞 特許第4002661号 戸建住宅用ハイブリッド換気システム 鈴村 英二／鈴木 栄一

■  2011年度（2011/4/1～2012/3/31）特許出願・登録件数

特許出願件数
国内 77
外国 63
合計 140

特許登録件数
国内 72
外国 29
合計 101

※外国は中国実用新案を含む。

か輝く未来を残す為　今日もやります環境活動（関係会社／渡井 志郎）　
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私たちは、空調設備、冷凍・冷蔵設備を軸としたサービスソリューション
企業として「サービス」「メンテナンス」「工事」の総合的なエンジニアリング
力を生かし、快適で高品質な環境づくりをお手伝いします。また、個々の従
業員がもてる技術を日々研鑽し、創造性豊かな企業として成長することを
目指しています。特に最近はフロン回収推進協議会が進めている「フロン
の見える化」を実践し、当社が工事を請け負った空調機に施主さまのご了
解をいただきながら「フロン使用機器シール」を貼り付け、フロン回収の啓
蒙活動も行っております。

フロンの見える化活動を展開中

東芝キヤリア空調サービス株式会社

「フロン使用機器シール」の貼り付け

代表取締役社長

藤井 栄一郎
Toshiba Carrier Air Conditioning Service Corporation 东芝开利空调服务株式会社

富士冷熱工業株式会社は、空調・冷凍機器用のレシプロおよびスクロー
ルコンプレッサーをはじめ、空調機器用タンクなどを製造しています。当社に
は、洗浄・溶接・塗装など、環境負荷の高い設備・工程が多くあり、徹底した製
造管理を行っています。2009年にISO14001認証を取得し、昨年度には更
新審査を終了、環境保全活動も新たなステージに入りました。本年度は、節
電などの“ムダ排”活動から環境保全活動のさらなる向上、および社会貢献
面にも積極的に取り組み、東芝キヤリアグループの一員として、環境負荷の
低減に配慮した事業活動を通じて社会に貢献することを目指します。

環境保全活動のさらなるレベルアップを展開

富士冷熱工業株式会社

工場周辺の清掃活動の様子

代表取締役社長

小野田 泉
Fuji Reinetsu Industrial Corporation 富士冷热工业株式会社

東芝キヤリア タイ社は、幅広い範囲の空調機器を製造し、世界50数カ国
に輸出しています。第2製造プラントが竣工する2013年からは、家庭用エ
アコンを中心とした、既存の製品ポートフォリオから、LC※1やVRF※2といった
新製品を加えるなど、世界のお客さまの要求に対応してまいります。VRF製
品は、最大50%の省エネを実現し、環境保護にも貢献します。洪水からの復
旧など、さまざまな困難がありましたが、引き続きCSR活動も継続し、6月に
は、小学校を訪問して環境保護を喚起するイベントに参加しました。
※1 店舗やオフィス用空調システム
※2 ビル・商業複合施設用の可変冷媒流量制御技術を採用したマルチ空調システム

提供製品も拡大し世界のニーズに対応

東芝キヤリア タイ社（TCTC）

東芝キヤリア タイ社　メンバー

代表取締役社長

小坂 明生
Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd. 东芝开利泰国有限公司

GMCCは、中国広東省で空調用ロータリコンプレッサーを製造
販売している現地法人です。全世界市場の約1/4は当社製品であ
り、環境保護と省エネ活動にも積極的に取り組んでいます。先日、
100名のサイクリング・メンバーで市内を巡り、CO2削減とグリーン
化推進のPR活動を行いました。また、2年前から当地で始まった公
共レンタルサイクル（シェア自転車）事業にも賛助しています。

CO2削減製品の提供とグリーン化推進が使命

広東美芝制冷設備有限公司（GMCC）

CO2削減とグリーン化推進のPR活動

副総経理

笹原 豊
Guangdong Meizhi Compressor Co., Ltd. 广东美芝制冷设备有限公司  

TCSAは、発展著しい中国で、業界トップクラスの省エネインバー
ター空調機器を販売しています。2004年には、業界に先駆け、オゾ
ン層を破壊しないノンフロンを採用したインバーターマルチを発売
しました。東芝中国社と連携し、地方の老朽化した小学校の校舎を
建て替える「希望小学校支援」に参加しています。2012年からは、
いよいよ中国製造が開始され、より多くのお客さまに東芝エアコン
を採用していただくことで、CO2削減につながると考えます。このこ
とを念頭に、社員一同頑張ってまいります。

中国国内の製造開始に伴い、環境活動も積極的に

東芝開利空調販売（上海）有限公司（TCSA）
Toshiba Carrier Air-Conditioning Sales (Shanghai) Co., Ltd. 东芝开利空调销售（上海）有限公司

1

2

3

4

5

代表取締役社長

延広 義弥

各拠点、関係会社の紹介 各网点·关连公司的介绍
Toshiba Carrier and Subsidiary Locations

社員旅行にて　平均年齢30歳の若いメンバー ！
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22 各拠点、関係会社の紹介
Toshiba Carrier and Subsidiary Locations   各网点·关连公司的介绍

よ良かったよ　LEDに変えてから電気代に変化あり（関係会社／藤島 隆弘）

中国 ７
タイ １
英国 １

海外拠点

本社 1
製造拠点 3
開発拠点 １

営業拠点
支社：６
支店：３
営業所：４３

国内拠点（関係会社含む）
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工場周辺の清掃活動の様子
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小野田 泉
Fuji Reinetsu Industrial Corporation 富士冷热工业株式会社

東芝キヤリア タイ社は、幅広い範囲の空調機器を製造し、世界50数カ国
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たたわわに実るミニトマト　子供と収穫　マイスローライフ（製造部門／国米 美由紀）



BALANCE

農業分野でも
CAONSが活躍

品質、環境、省エネ、将来のナイスバランスへ。

循環加温ヒートポンプとしてさまざまな場面で活躍が期待されている「CAONS（カオンズ）」。
これまでは工場などの製造現場需要がメインでしたが、1次産業分野でもその価値が高まり始めています。

省エネと再生可能エネルギーの推進と
いう立場から、太陽光と太陽熱、断熱性
能、換気、蓄熱など、省エネルギーで自立
できる住宅の研究などを行っています。

メロンの品種改良を含めた生産活動を
担当しています。肥料や省エネまで、組
合員さんに落とせる技術を開発、勉強
をしています。

業務用チラー、給湯、循環加温関係の
商品企画部門に所属。海外向けの暖房
機、温水を循環させて暖房するセントラ
ルヒーティングを担当しています。

業務用空調機、給湯機の営業技術を担
当しています。CAONSについても、営
業の立場からさまざまな提案を行って
います。

技術商品企画もフォローする立場にあ
りますが、主にお湯を利用した商品開
発に関し、市場ニーズを抽出して開発
に生かしています。

CAONS（カオンズ） ： CAONS
は、製造工程での温水を最高出
湯温度90℃※で温水循環加温で
きる産業用ヒートポンプです。ボ
イラーや電気ヒーターに比べ、配
管からの放熱ロスや、エネルギー
消費面で大幅な改善を実現しま
した。また、業務用エアコン並み
のコンパクトな設計で、狭い場所
への設置も可能になりました。
※CAONS45は、最高出湯温度65℃まで

松尾 廣伸 大橋 弘和 中西 麻菜 山口 清 片山 馨
静岡大学 工学部
電機電子工学科 助教

静岡県温室農業協同組合
生産部担当主任

東芝キヤリア（株）　商品企画部
熱源企画担当

東芝キヤリア（株）　システム技術部
パッケージ技術担当

東芝キヤリア（株）　熱源設計部
海外・業務用給湯設計担当

特集❷   誌上座談会

最高ランクの上質メロンを生産する静岡県温室農業協同組合でも、
CAONSを使った試験プロジェクトが進行中です。それぞれの立場で、より良い製品づくり、
環境と生活、商品価値と価格など、バランスを交えた観点で意見交換が行われました。

ハウス内に設置された一定温度を
保つための配管

豊富な日照時間を有効利用できる
メロン栽培温室

試験導入されているCAONS45

CAONS140

CAONS Playing an Active Role in Agriculture Sector

“CAONS”也活跃于农业领域

配管配管

エクセレント

ECP
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ECPの
3要素
ECPの

地球温暖化
の防止

資源の
有効活用

化学物質
の管理

●原材料削減、再生材利用
●梱包材削減
●易分解性
●消耗品削減
●アップグレード、長寿命

●特定有害物質削減
●グリーン調達
●化学物質の情報伝達
●各国規制物質対応

●年間消費電力
●待機電力
●省エネモード
●消費電力表示
●出荷時モード

環境調和型製品の提供
Provision of Environment Conscious Products    提供环保型产品

製品への取り組み Environmental Approach in Terms of Product
致力于环保型产品

7製品がエクセレントECPの認定、新機種でも開発推進へ

東芝グループは、製品別に「環境調和型製品自主基準」を
策定し、その基準に準拠した製品を環境調和型製品（ECP※）
として認定しています。また、ECPの中でも業界トップクラス
の製品を「エクセレントECP」として認定しています。東芝キ
ヤリアの製品としては7製品群が登録されており、製品開発
時には、地球温暖化防止、資源の有効活用、化学物質管理
について、どのカテゴリーに力を入れるかを決定します

（ecoターゲット）。空調機器、コールドチェーン機器、給湯
機器は、製品のライフサイクルの中で特に「使用時」のCO2

排出量の割合が多いため、主要環境性能として使用時の
CO2排出量削減を目指した機器の開発に力を入れていま
す。2011年度は、製品の売上高に対してECPの比率70％
を目指していましたが、実績は約79％となり、目標を達成し
ました。今後も新機種は、「エクセレントECP」となるよう開
発を推進します。
※ECP：Environmental Conscious Products

※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/kankyo/product/index.htm
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■ 東芝キヤリアグループにおける2011年度代表製品の『ファクター』
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（　　）内の数値はカンマ左側が「価値ファクター」、右側が「環境影響低減ファクター」を表しています。
ファクターは、価値ファクターと環境影響低減ファクターの小数3桁までの値の積で、小数3桁目を四捨五入しています。

❶ スーパーモジュールマルチi 4.02（2.10, 1.91）
❷ スーパーパワーエコキューブ 4.66（1.94, 2.40）
❸ インバーターショーケース 4.17（1.96, 2.13）
❹ ユニバーサルスマートエックス 5.47（2.19, 2.49）
❺ インバーター冷凍機 2.37（1.41, 1.68）
❻ 直膨コイル付全熱交換ユニット 1.64（1.17, 1.40）
❼ CAONS45 4.04（1.86, 2.17）
❽ スーパーフレックスモジュールチラー 4.21（2.11, 1.99）
❾ MiNi-SMMS 4.18（1.74, 2.40）
10 ステーブルパワーインバーター 3.78（2.59, 1.46）

ファクター Introduction of Factor
“系数”的引进

製品の価値と環境影響を数値で表現

東芝グループでは、製品の環境効率を示す指標として
2003年度からファクターを導入しています。ファクターは、
製品のライフサイクルアセスメント（LCA）結果や品質機能
展開（QFD）のデータをもとに、「製品の価値ファクター」と

「製品の環境影響低減ファクター」との積で表す手法です。
ファクターは、基準年に対して環境効率が何倍になったかを
表します。2012年度までの到達目標は、全製品の環境効
率の販売高重み付け平均が2.2倍となることを目指します。
2011年度の実績値は2.94倍で、目標を達成できました。
なお、環境影響低減ファクターの算出には、産業技術総合
研究所ライフサイクルアセスメント研究センターがLCAプロ
ジェクト（経済産業省／NEDO）と連携して作成したLIME

（日本版被害算定型影響評価手法）を利用しています。
※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/factor_j.htm
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■  エクセレントECP登録機種

■  ECPの3要素

2009年度
スーパーパワーエコキューブシリーズ
スーパーフレックスモジュールチラーシリーズ

2010年度
SMMS-iシリーズ
ユニバーサルスマートXシリーズ

2011年度
インバーターショーケース
MiNi-SMMSシリーズ
CAONS45シリーズ

れ冷房を1℃上げて健康づくり（関係会社／佐野 孝康）　そその灯り本当に必要　あなたの心がけ（営業部門／ママ）



BALANCE

農業分野でも
CAONSが活躍

品質、環境、省エネ、将来のナイスバランスへ。

循環加温ヒートポンプとしてさまざまな場面で活躍が期待されている「CAONS（カオンズ）」。
これまでは工場などの製造現場需要がメインでしたが、1次産業分野でもその価値が高まり始めています。

省エネと再生可能エネルギーの推進と
いう立場から、太陽光と太陽熱、断熱性
能、換気、蓄熱など、省エネルギーで自立
できる住宅の研究などを行っています。

メロンの品種改良を含めた生産活動を
担当しています。肥料や省エネまで、組
合員さんに落とせる技術を開発、勉強
をしています。

業務用チラー、給湯、循環加温関係の
商品企画部門に所属。海外向けの暖房
機、温水を循環させて暖房するセントラ
ルヒーティングを担当しています。

業務用空調機、給湯機の営業技術を担
当しています。CAONSについても、営
業の立場からさまざまな提案を行って
います。

技術商品企画もフォローする立場にあ
りますが、主にお湯を利用した商品開
発に関し、市場ニーズを抽出して開発
に生かしています。

松尾 廣伸 大橋 弘和 中西 麻菜 山口 清 片山 馨
静岡大学 工学部
電機電子工学科 助教

静岡県温室農業協同組合
生産部担当主任

東芝キヤリア（株）　商品企画部
熱源企画担当

東芝キヤリア（株）　システム技術部
パッケージ技術担当

東芝キヤリア（株）　熱源設計部
海外・業務用給湯設計担当

特集❷   誌上座談会

最高ランクの上質メロンを生産する静岡県温室農業協同組合でも、
CAONSを使った試験プロジェクトが進行中です。それぞれの立場で、より良い製品づくり、
環境と生活、商品価値と価格など、バランスを交えた観点で意見交換が行われました。

ハウス内に設置された一定温度を
保つための配管

豊富な日照時間を有効利用できる
メロン栽培温室

試験導入されているCAONS45

CAONS140

CAONS Playing an Active Role in Agriculture Sector

“CAONS”也活跃于农业领域

配管配管

CAONS（カオンズ） ： CAONS
は、製造工程での温水を最高出
湯温度90℃※で温水循環加温で
きる産業用ヒートポンプです。ボ
イラーや電気ヒーターに比べ、配
管からの放熱ロスや、エネルギー
消費面で大幅な改善を実現しま
した。また、業務用エアコン並み
のコンパクトな設計で、狭い場所
への設置も可能になりました。
※CAONS45は、最高出湯温度64℃まで

エクセレント

ECP
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つつくえから　はなれるときの　パソコンは　ひみつを守る　節電モード（営業部門／ヒートポンプ次郎）



山口） 何といっても節電ニーズが圧倒的です。夏場の電力を下げる
工夫や、一般的な省エネ対策についてお客さまから聞かれることが多く
なりました。また、乾燥する冬場も、行政からインフルエンザ予防として加
湿対策をするように指導されています。

大橋） 重油の高騰はメロン農園経営にとって深刻な問題です。メロ
ンは温度と湿度に非常にデリケートな果物です。特に冬場は、温熱が
外に漏れないように囲いすぎてしまうと、室内の湿度が上がってしまい
品質が落ちてしまいます。省エネと品質のバランスに苦労しています。

松尾） それは、温室のガラス張り構造です。同様に、一年中温室でつ
くる茄子やトマトの設定温度に比べ、メロンは高温を維持しなければなり
ません。温室は、1枚のガラスでしか囲われていないので、熱が逃げるの
が目に見えていました。超省エネの新しい温室をつくる研究会で、メロン
農家の重油消費量が多大であることを知り、大橋さんに連絡を取らせ
てもらいました。

片山） CAONSは、業務用給湯配管の放熱ロスを補うために開発し
たヒートポンプ循環加熱装置です。配管に接続してバルブを開くとすぐ
にお湯が出て、冷えた配管で熱を奪われることがないので、水の使用が
少なく済みます。環境面と節電面で利点がたくさんあるシステムなので、
他分野への展開を模索していました。3次産業から2次産業、そして1次
産業の農水産業への展開を模索していく過程で、最初はいちごハウス
でそれなりの効果を出すことができました。松尾先生からお話をいただき、
今まさにメロン栽培にも試験導入しているところです。
中西） 片山さんの言う通り、どの分野でも「環境と節電」というテーマ
があることは確かです。環境＝CO2削減、節電＝震災以降の関心事で

しょう。節電に関しては、何でもやみくもに電気の利用を避けるのではなく、
私は上手に使うことだと思います。その点、エコキュートやヒートポンプは、
現代の救世主といっても過言ではありません。商品企画を進める上で、
分野横断的な発想は大切だと思います。

山口） 工場は省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法
律）の観点から、エネルギーを削減することによるCO2の削減を検討
していかなければならない時期にきています。特に、蒸気ボイラーなど
の熱源設備からの燃料転換や、電化式への熱源転換が注目され、
電化式転換としてはCAONSが最適でしょう。たとえば、大規模工
場では、蒸気ボイラーは一番端に設置されるのがほとんどですから、
大きい工場ほど配管でのエネルギーロスが大きくなります。配管を巡
らせるより、適宜近くにCAONSを置いて加温するのが理想ということ
ですね。
松尾） 熱エネルギーは、輸送すると損失が大きくなるので、使う場
所で熱をつくったほうが効率的です。つまり、熱の地産地消ですよ。
電気も集中型の大きな発電所でつくっていたものを太陽光、風力な
どにより分散化し、それをネットワーク化して使う流れになっていくと思
います。バランスの取れた熱エネルギー利用という観点から、工場で
も「自律分散」が中央制御される形への移行は、さらに進むでしょう。

大橋） 3年前から一部の熱心な農家が温風のヒートポンプを導入し
ていました。しかし、温風はどうしても室内温度にむらができてしまいます。
今回の試みは、ヒートポンプで温水をつくるという方法なので、使い勝
手に変わりがないため、農家としても取り組みやすいと思いました。
片山） お湯をつくる熱源はボイラーに加えてヒートポンプを付けるだけ
です。温水で暖房することに変わりないので、既存の設備を流用でき、
初期投資も軽減できるメリットがあります。
中西） とにかくキーワードは熱源転換ですから、ボイラーを使っている

施設は、なるべくヒートポンプに切り替えるとメリットは大きいという思いは
ありました。商品企画としても、いつかはたどり着いていたと思いますが、
片山さんは先見の明があったと思います。

松尾） 40～50％削減の可能性があるという見積もりです。まず、重油
をお湯にする時点で85％。その際の熱損失は測定できていませんが、
配管損失は15～30％。うまくいっても重油のもっていた6割程度のエネ
ルギーしか温室の中に置いてきていません。ですから、ヒートポンプにし
なくても近くに置くだけで3割は削減できるはずですが、そこでさらに熱源
転換をして夜間に電気で賄えるとなると、この時点でさらに4割、うまくコ
ントロールすれば5割の削減が可能になります。
片山） いちご栽培のときは、年間約57%削減できたという実績があり
ます。
山口） お客さまのニーズをうかがっていても、ランニングコストを優先す
る方、イニシャルコストを優先する方の両方がいらっしゃいます。導入を
検討する上では、コストバランスが重要になりますね。もちろん、CAONS
導入の場合の数字を提示して理解を促します。またCAONSは、CO2
削減には優れた製品ですので、環境について積極的なお客さまには
推奨できます。

中西） 私の場合はヨーロッパがメインですが、日本とよく似ています。何
といっても省エネ志向です。ノルウェーなどの北欧では半数近くが高気
密住宅なので、高効率需要が高まり、自然エネルギーを用いた機器の
需要も上昇中です。その点、ヒートポンプはCO2削減、省エネが実現で
きるもの。東芝キヤリアはヒートポンプ・ソリューションカンパニーとして、今
後は消費者の方が無意識に環境や省エネに貢献できるシステムや、
省エネなどの意識を喚起できる商品をつくっていきたいと思います。
片山） 中西さんの話と関連しますが、CAONSは性能面でも価格面で
も日々 進化しています。加熱能力が大きいものも登場しています。また、こち

らのメロン農園でも、冷水を利用した次のステップを模索中です。湿度の
高い夏場に冷水で除湿ができて室温も下げることができ、夏場における
メロンの最適な育成につながるものです。我 が々ヒートポンプ・ソリューショ
ンカンパニーを実践する以上、技術を駆使して貢献する覚悟があります。

大橋） まず、高い品質であることはいうまでもありません。私の立場とし
ては次につくりやすいメロン、消費者に届けやすいメロン栽培の技術を
発掘することですね。冬場は省エネ、夏は冷水を使って、メロンが育ち
やすい環境づくりを研究中です。栽培に一番欲しいのは太陽光です
が、これは自分でコントロールできないので、温度、水、湿度の管理を
技術的にコントロールすることですね。

松尾） 電気を消費する側は、欲しいだけ使える。供給する側は原子
力さえあればつくり出せると考えていたと思います。しかし、ウラン価格の
高騰や福島に端を発した原発再稼働問題で、電力の「自律分散」、
エネルギーネットワークの適正化が急務の状況になっています。そんな
とき、高いポテンシャルをもつ日本企業が送り出す商品が売れないのは
なぜかと考えれば、ここでも「バランス」が頭をよぎります。性能を維持し
つつ、いかにユーザーの希望する価格で提供できるか。環境面の技
術基盤がしっかりしている日本メーカーだからこそ身に付けた提案力が
発揮されるべきだと思います。
中西） 次のステップは確かにそうかもしれません。そのために新しい技
術を生み出すのも大切ですね。さらに、今ある技術を違った発想での
横展開も検討するべきだと思います。
片山） 私は、今の製品でもまだまだやれることはあると思っています。
ちょっとした改良が施されることで、お客さまの新たなニーズにヒットし、
販売につながるものがあると思います。また、環境に良い製品はもちろ
んですが、これ以上環境を壊さない製品という発想も大切なのでは
ないでしょうか。
山口） メーカー側からすれば、確かにいろいろな用途は存在している
と思います。また、それぞれのケースで省エネ、CO2削減、エコロジー＆エ
コノミーを意識していることでしょう。一方、製品の高品質化を追求する
あまり、価格が比例して高くなってしまうことも否定できません。品質と価
格のバランスこそ、取り組むべきテーマなのかもしれません。

BALANCE特集❷   誌上座談会

MELOX静岡 ： 静岡県温室農業協同組合は、温室マスクメロン専門
の農協です。静岡県の温室メロンは、スリークォーター型といわれるメ
ロン栽培専用のガラス温室を利用し、四季を通じて生産されていま
す。南側の屋根の面積が大きく、太陽高度が低い冬の時期でも、光を
最大に取り入れる工夫がなされています。

ヒートポンプ・ソリューションカンパニー、活躍領 域はさらに拡大。
日ごろからお客さまと接していて、業務用の空調機器に
対する要望に変化はありますか。

その点に関して、大橋さんが感じていることはありますか。

松尾先生がメロンの温室栽培でCO2排出量削減の
可能性を見極めたきっかけは？

片山さん、そこで、CAONSのお話ですが…。

CAONSは、工場でのニーズが高まっているとお聞きしましたが？

そのCAONSをメロン農園で試験導入したいというお話に対して、
大橋さんはどのように考えましたか。

節電による金額面で期待できるメリットについてお聞きします。

環境への取り組みでは、海外向けの商品企画を行っていて
学ぶことはありますか。

座談会の大きなテーマは「より良い製品をつくるために」です。
ヒートポンプ技術を利用した心強い試みが展開されていますが、
よりおいしいメロンをつくるという意味ではいかがでしょう。

皆さんにこれからの環境問題について見解を
お聞かせ願いたいのですが。
特に、生活者として意識すべきことなどという視点でお願いします。左から、片山、中西、松尾、大橋、山口（敬称略）

　立場はそれぞれ違うものの、今後のビジネスのヒントに
なるような話題も登場しました。メロン農園へのCAONS導
入がきっかけとなり、今後ますますさまざまな産業分野への
適応が実証されることでしょう。特定のユーザーだけにとど
まらず、柔軟な発想で省エネをはじめとした環境調和型製
品の価値をバランス良く選択し、提供していくことがメー
カーに求められています。

座談会のまとめ
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33 環境調和型製品の提供
Provision of Environment Conscious Products    提供环保型产品

ね熱源転換が作るクリーンな未来（スタッフ部門／シゲさん）　なながらテレビは　電気くう（関係会社／大竹口 秀博）



山口） 何といっても節電ニーズが圧倒的です。夏場の電力を下げる
工夫や、一般的な省エネ対策についてお客さまから聞かれることが多く
なりました。また、乾燥する冬場も、行政からインフルエンザ予防として加
湿対策をするように指導されています。

大橋） 重油の高騰はメロン農園経営にとって深刻な問題です。メロ
ンは温度と湿度に非常にデリケートな果物です。特に冬場は、温熱が
外に漏れないように囲いすぎてしまうと、室内の湿度が上がってしまい
品質が落ちてしまいます。省エネと品質のバランスに苦労しています。

松尾） それは、温室のガラス張り構造です。同様に、一年中温室でつ
くる茄子やトマトの設定温度に比べ、メロンは高温を維持しなければなり
ません。温室は、1枚のガラスでしか囲われていないので、熱が逃げるの
が目に見えていました。超省エネの新しい温室をつくる研究会で、メロン
農家の重油消費量が多大であることを知り、大橋さんに連絡を取らせ
てもらいました。

片山） CAONSは、業務用給湯配管の放熱ロスを補うために開発し
たヒートポンプ循環加熱装置です。配管に接続してバルブを開くとすぐ
にお湯が出て、冷えた配管で熱を奪われることがないので、水の使用が
少なく済みます。環境面と節電面で利点がたくさんあるシステムなので、
他分野への展開を模索していました。3次産業から2次産業、そして1次
産業の農水産業への展開を模索していく過程で、最初はいちごハウス
でそれなりの効果を出すことができました。松尾先生からお話をいただき、
今まさにメロン栽培にも試験導入しているところです。
中西） 片山さんの言う通り、どの分野でも「環境と節電」というテーマ
があることは確かです。環境＝CO2削減、節電＝震災以降の関心事で

しょう。節電に関しては、何でもやみくもに電気の利用を避けるのではなく、
私は上手に使うことだと思います。その点、エコキュートやヒートポンプは、
現代の救世主といっても過言ではありません。商品企画を進める上で、
分野横断的な発想は大切だと思います。

山口） 工場は省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法
律）の観点から、エネルギーを削減することによるCO2の削減を検討
していかなければならない時期にきています。特に、蒸気ボイラーなど
の熱源設備からの燃料転換や、電化式への熱源転換が注目され、
電化式転換としてはCAONSが最適でしょう。たとえば、大規模工
場では、蒸気ボイラーは一番端に設置されるのがほとんどですから、
大きい工場ほど配管でのエネルギーロスが大きくなります。配管を巡
らせるより、適宜近くにCAONSを置いて加温するのが理想ということ
ですね。
松尾） 熱エネルギーは、輸送すると損失が大きくなるので、使う場
所で熱をつくったほうが効率的です。つまり、熱の地産地消ですよ。
電気も集中型の大きな発電所でつくっていたものを太陽光、風力な
どにより分散化し、それをネットワーク化して使う流れになっていくと思
います。バランスの取れた熱エネルギー利用という観点から、工場で
も「自律分散」が中央制御される形への移行は、さらに進むでしょう。

大橋） 3年前から一部の熱心な農家が温風のヒートポンプを導入し
ていました。しかし、温風はどうしても室内温度にむらができてしまいます。
今回の試みは、ヒートポンプで温水をつくるという方法なので、使い勝
手に変わりがないため、農家としても取り組みやすいと思いました。
片山） お湯をつくる熱源はボイラーに加えてヒートポンプを付けるだけ
です。温水で暖房することに変わりないので、既存の設備を流用でき、
初期投資も軽減できるメリットがあります。
中西） とにかくキーワードは熱源転換ですから、ボイラーを使っている

施設は、なるべくヒートポンプに切り替えるとメリットは大きいという思いは
ありました。商品企画としても、いつかはたどり着いていたと思いますが、
片山さんは先見の明があったと思います。

松尾） 40～50％削減の可能性があるという見積もりです。まず、重油
をお湯にする時点で85％。その際の熱損失は測定できていませんが、
配管損失は15～30％。うまくいっても重油のもっていた6割程度のエネ
ルギーしか温室の中に置いてきていません。ですから、ヒートポンプにし
なくても近くに置くだけで3割は削減できるはずですが、そこでさらに熱源
転換をして夜間に電気で賄えるとなると、この時点でさらに4割、うまくコ
ントロールすれば5割の削減が可能になります。
片山） いちご栽培のときは、年間約57%削減できたという実績があり
ます。
山口） お客さまのニーズをうかがっていても、ランニングコストを優先す
る方、イニシャルコストを優先する方の両方がいらっしゃいます。導入を
検討する上では、コストバランスが重要になりますね。もちろん、CAONS
導入の場合の数字を提示して理解を促します。またCAONSは、CO2
削減には優れた製品ですので、環境について積極的なお客さまには
推奨できます。

中西） 私の場合はヨーロッパがメインですが、日本とよく似ています。何
といっても省エネ志向です。ノルウェーなどの北欧では半数近くが高気
密住宅なので、高効率需要が高まり、自然エネルギーを用いた機器の
需要も上昇中です。その点、ヒートポンプはCO2削減、省エネが実現で
きるもの。東芝キヤリアはヒートポンプ・ソリューションカンパニーとして、今
後は消費者の方が無意識に環境や省エネに貢献できるシステムや、
省エネなどの意識を喚起できる商品をつくっていきたいと思います。
片山） 中西さんの話と関連しますが、CAONSは性能面でも価格面で
も日々 進化しています。加熱能力が大きいものも登場しています。また、こち

らのメロン農園でも、冷水を利用した次のステップを模索中です。湿度の
高い夏場に冷水で除湿ができて室温も下げることができ、夏場における
メロンの最適な育成につながるものです。我 が々ヒートポンプ・ソリューショ
ンカンパニーを実践する以上、技術を駆使して貢献する覚悟があります。

大橋） まず、高い品質であることはいうまでもありません。私の立場とし
ては次につくりやすいメロン、消費者に届けやすいメロン栽培の技術を
発掘することですね。冬場は省エネ、夏は冷水を使って、メロンが育ち
やすい環境づくりを研究中です。栽培に一番欲しいのは太陽光です
が、これは自分でコントロールできないので、温度、水、湿度の管理を
技術的にコントロールすることですね。

松尾） 電気を消費する側は、欲しいだけ使える。供給する側は原子
力さえあればつくり出せると考えていたと思います。しかし、ウラン価格の
高騰や福島に端を発した原発再稼働問題で、電力の「自律分散」、
エネルギーネットワークの適正化が急務の状況になっています。そんな
とき、高いポテンシャルをもつ日本企業が送り出す商品が売れないのは
なぜかと考えれば、ここでも「バランス」が頭をよぎります。性能を維持し
つつ、いかにユーザーの希望する価格で提供できるか。環境面の技
術基盤がしっかりしている日本メーカーだからこそ身に付けた提案力が
発揮されるべきだと思います。
中西） 次のステップは確かにそうかもしれません。そのために新しい技
術を生み出すのも大切ですね。さらに、今ある技術を違った発想での
横展開も検討するべきだと思います。
片山） 私は、今の製品でもまだまだやれることはあると思っています。
ちょっとした改良が施されることで、お客さまの新たなニーズにヒットし、
販売につながるものがあると思います。また、環境に良い製品はもちろ
んですが、これ以上環境を壊さない製品という発想も大切なのでは
ないでしょうか。
山口） メーカー側からすれば、確かにいろいろな用途は存在している
と思います。また、それぞれのケースで省エネ、CO2削減、エコロジー＆エ
コノミーを意識していることでしょう。一方、製品の高品質化を追求する
あまり、価格が比例して高くなってしまうことも否定できません。品質と価
格のバランスこそ、取り組むべきテーマなのかもしれません。

BALANCE特集❷   誌上座談会

MELOX静岡 ： 静岡県温室農業協同組合は、温室マスクメロン専門
の農協です。静岡県の温室メロンは、スリークォーター型といわれるメ
ロン栽培専用のガラス温室を利用し、四季を通じて生産されていま
す。南側の屋根の面積が大きく、太陽高度が低い冬の時期でも、光を
最大に取り入れる工夫がなされています。

ヒートポンプ・ソリューションカンパニー、活躍領 域はさらに拡大。
日ごろからお客さまと接していて、業務用の空調機器に
対する要望に変化はありますか。

その点に関して、大橋さんが感じていることはありますか。

松尾先生がメロンの温室栽培でCO2排出量削減の
可能性を見極めたきっかけは？

片山さん、そこで、CAONSのお話ですが…。

CAONSは、工場でのニーズが高まっているとお聞きしましたが？

そのCAONSをメロン農園で試験導入したいというお話に対して、
大橋さんはどのように考えましたか。

節電による金額面で期待できるメリットについてお聞きします。

環境への取り組みでは、海外向けの商品企画を行っていて
学ぶことはありますか。

座談会の大きなテーマは「より良い製品をつくるために」です。
ヒートポンプ技術を利用した心強い試みが展開されていますが、
よりおいしいメロンをつくるという意味ではいかがでしょう。

皆さんにこれからの環境問題について見解を
お聞かせ願いたいのですが。
特に、生活者として意識すべきことなどという視点でお願いします。左から、片山、中西、松尾、大橋、山口（敬称略）

　立場はそれぞれ違うものの、今後のビジネスのヒントに
なるような話題も登場しました。メロン農園へのCAONS導
入がきっかけとなり、今後ますますさまざまな産業分野への
適応が実証されることでしょう。特定のユーザーだけにとど
まらず、柔軟な発想で省エネをはじめとした環境調和型製
品の価値をバランス良く選択し、提供していくことがメー
カーに求められています。

座談会のまとめ
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ら来年はと思う意識を今年から　すぐに始める環境改善（関係会社／小林 富士夫）　



スーパーモジュールマルチi（SMMS-i）ビル用マルチ空調
システムシリーズ Super Modular Multi i System / 超级多模块i

インバーターショーケースコールドチェーン機器
Inverter Showcases / 变频式陈列柜

運用面でも積極的な省エネ提案できる空調システム

インバーターが省エネを実現！

エクセレント

ECP

エクセレント

ECP

スーパーパワーエコキューブ（SPE）店舗・オフィス用空調
Super Power ECO Cube / 超能环保立方体

環境に配慮した店舗・事務所の空調製品

ファクター4.02（2010/2000）
価値ファクター 2.10
●筐体軽量化による輸送コスト削減
●省設置タイプによる据付作業性向上
●据付落差と長さの許容範囲拡大

環境影響低減ファクター 1.91
●期間消費電力量の削減
●熱交換器軽量化で約１１％材料削減
●リサイクル材の使用

MMY-
MJ2801HT
（基準機種）

MMY-
MAP2804H
（開発機種）

6.00

3.00

4.00

5.00

1.00

2.00

0

（t-CO2/年）
年間CO2排出量比較

5.09

2.39

53%削減

価値ファクター 1.94

環境影響低減ファクター 2.40
●温暖化防止（使用時）
●有害物質削減（鉛フリーはんだ、
　クロムフリー鋼板メッキ採用）
●原材料使用量３３％削減

AIU-J566HG/
ROA-J564HT
（基準機種）

AIU-AP565H/
ROA-AP565HS
（開発機種）

2.00

1.00

0

（t-CO2/年）
年間CO2排出量比較

1.59

0.65

59%削減

ファクター4.66（2008/1997）

ファクター4.17（2010/2000）
価値ファクター 1.96
●冷媒R-404A封入量削減
●LEDを採用し、照明を長寿命化

環境影響低減ファクター 2.13
●対2000年当社製品比69%
　省エネ達成
●騒音値低減

（t-CO2/年）

SF-453DN-TSN-SA
（基準機種）

SF-453DP
（開発機種）

4.00

2.00

0

1.00

3.00
3.05

1.43

年間CO2排出量比較

53%削減

インバーター冷凍機コールドチェーン機器
Inverter Control Condensing Unit /  变频式制冷机

業界No.1の省エネ効率を実現

直膨コイル付全熱交換ユニット全熱交換機器
AIR-TO-AIR Heat Exchanger with DX Coil / 新风热回收机

外気と室内の排気をコントロール

エクセレント

ECP

ファクター2.37（2008/20 00）
価値ファクター 1.41
●幅広い運転が可能
●ツインロータリーコンプ による低騒音
●3つの運転モードと表示 機能充実

環境影響低減ファクター 1.68
●COPを47％改善
●省資源：製品質量を16％ 低減
●有害化学物質削減

（t-CO2/年）

TAM500CA-S
（基準機種）

TAM500AB-SV
（開発機種）

4.00

2.00

0

1.00

3.00

3.46

2.48

年間CO2排出量比較

28%削減

ファクター1.64（2010/2000）
価値ファクター 1.17
●機外静圧の向上により長配管が可能
●TCC-LINKによる集中制御が可能

環境影響低減ファクター 1.40
●熱交換効率の向上による
　空調負荷の低減
●24時間運転時の消費電力低減

（t-CO2/年）

VN-M150SS2
（基準機種）

VN-M150HS
（開発機種）

0.100

0.050

0

0.250

0.075

0.082

0.055

年間CO2排出量比較

33%削減

●セルフクリーン機能で省エネ性を
　長時間持続
●４方向独立変動フラップによる
　快適制御
●試運転時モニター機能による簡単工事

City & House
　街を見渡すと、東芝キヤリアグループのさまざまな環境調和
型製品が、私たちの生活シーンに溶け込んでいます。店舗やオ
フィスなど、比較的小規模スペースでは「スーパーエコキュー
ブシリーズ」が活躍し、ビルや展示場など大きなスペースでは
「スーパーモジュールマルチシリーズ」と、直膨コイル付き全熱
交換ユニットの最適な組み合わせを見ることができます。また、
コンビニエンスストア、スーパーや飲食店などの冷凍・冷蔵に
は、「インバーター冷凍機」「インバーターショーケース」が活躍
しています。

さまざまな生活シーンで用途に応じた
環境調和型製品を提供

街と家庭で使う環境調和型製品の紹介 城市和家庭用环保型产品的介绍
Environment Conscious Products Found in Cities and Houses

P20

P20

P20

P20 P20
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33 環境調和型製品の提供
Provision of Environment Conscious Products    提供环保型产品

む難しいと　諦めないで　ごみの分別（技術部門／むっちー）　ううちわで扇ぐ妻の顔節電需要で夫婦円満（営業部門／木村 和久）



スーパーモジュールマルチi（SMMS-i）ビル用マルチ空調
システムシリーズ Super Modular Multi i System / 超级多模块i

インバーターショーケースコールドチェーン機器
Inverter Showcases / 变频式陈列柜

運用面でも積極的な省エネ提案できる空調システム

インバーターが省エネを実現！

エクセレント

ECP

エクセレント

ECP

スーパーパワーエコキューブ（SPE）店舗・オフィス用空調
Super Power ECO Cube / 超能环保立方体

環境に配慮した店舗・事務所の空調製品

ファクター4.02（2010/2000）
価値ファクター 2.10
●筐体軽量化による輸送コスト削減
●省設置タイプによる据付作業性向上
●据付落差と長さの許容範囲拡大

環境影響低減ファクター 1.91
●期間消費電力量の削減
●熱交換器軽量化で約１１％材料削減
●リサイクル材の使用

MMY-
MJ2801HT
（基準機種）

MMY-
MAP2804H
（開発機種）

6.00

3.00

4.00

5.00

1.00

2.00

0

（t-CO2/年）
年間CO2排出量比較

5.09

2.39

53%削減

価値ファクター 1.94

環境影響低減ファクター 2.40
●温暖化防止（使用時）
●有害物質削減（鉛フリーはんだ、
　クロムフリー鋼板メッキ採用）
●原材料使用量３３％削減

AIU-J566HG/
ROA-J564HT
（基準機種）

AIU-AP565H/
ROA-AP565HS
（開発機種）

2.00

1.00

0

（t-CO2/年）
年間CO2排出量比較

1.59

0.65

59%削減

ファクター4.66（2008/1997）

ファクター4.17（2010/2000）
価値ファクター 1.96
●冷媒R-404A封入量削減
●LEDを採用し、照明を長寿命化

環境影響低減ファクター 2.13
●対2000年当社製品比69%
　省エネ達成
●騒音値低減

（t-CO2/年）

SF-453DN-TSN-SA
（基準機種）

SF-453DP
（開発機種）

4.00

2.00

0

1.00

3.00
3.05

1.43

年間CO2排出量比較

53%削減

インバーター冷凍機コールドチェーン機器
Inverter Control Condensing Unit /  变频式制冷机

業界No.1の省エネ効率を実現

直膨コイル付全熱交換ユニット全熱交換機器
AIR-TO-AIR Heat Exchanger with DX Coil / 新风热回收机

外気と室内の排気をコントロール

エクセレント

ECP

ファクター2.37（2008/20 00）
価値ファクター 1.41
●幅広い運転が可能
●ツインロータリーコンプ による低騒音
●3つの運転モードと表示 機能充実

環境影響低減ファクター 1.68
●COPを47％改善
●省資源：製品質量を16％ 低減
●有害化学物質削減

（t-CO2/年）

TAM500CA-S
（基準機種）

TAM500AB-SV
（開発機種）

4.00

2.00

0

1.00

3.00

3.46

2.48

年間CO2排出量比較

28%削減

ファクター1.64（2010/2000）
価値ファクター 1.17
●機外静圧の向上により長配管が可能
●TCC-LINKによる集中制御が可能

環境影響低減ファクター 1.40
●熱交換効率の向上による
　空調負荷の低減
●24時間運転時の消費電力低減

（t-CO2/年）

VN-M150SS2
（基準機種）

VN-M150HS
（開発機種）

0.100

0.050

0

0.250

0.075

0.082

0.055

年間CO2排出量比較

33%削減

●セルフクリーン機能で省エネ性を
　長時間持続
●４方向独立変動フラップによる
　快適制御
●試運転時モニター機能による簡単工事

City & House
　街を見渡すと、東芝キヤリアグループのさまざまな環境調和
型製品が、私たちの生活シーンに溶け込んでいます。店舗やオ
フィスなど、比較的小規模スペースでは「スーパーエコキュー
ブシリーズ」が活躍し、ビルや展示場など大きなスペースでは
「スーパーモジュールマルチシリーズ」と、直膨コイル付き全熱
交換ユニットの最適な組み合わせを見ることができます。また、
コンビニエンスストア、スーパーや飲食店などの冷凍・冷蔵に
は、「インバーター冷凍機」「インバーターショーケース」が活躍
しています。

さまざまな生活シーンで用途に応じた
環境調和型製品を提供

街と家庭で使う環境調和型製品の紹介 城市和家庭用环保型产品的介绍
Environment Conscious Products Found in Cities and Houses

P20

P20

P20

P20 P20
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ゐいつまでも続けよう。節電生活。（事務局／えんまり）　の乗るときも　意識を持って　エコdrive（関係会社／佐々木 孝子）



Factory
　工場では、大規模スペースでの空調と事務所などの小規模スペース
の空調が混在しています。「ユニバーサルスマートエックスシリーズ」
「スーパーフレックスモジュールチラーシリーズ」「スーパーモ
ジュールマルチシリーズ」（P18で紹介）「スー
パーパワーエコキューブシリー
ズ」（P18で紹介）などを組み合
わせ、快適空間を提供していま
す。また、お湯や蒸気を使う洗浄
工程や、約90℃までの比較的
高温な熱源環境が必要な工程
では、用途に応じて「CAONSシ
リーズ」を提案します。

工場内の空調やあらゆる
熱源転換を提供

工場で使う環境調和型製品の紹介 工厂用环保型产品的介绍
Environment Conscious Products Found in Factories

新興国向け環境調和型製品の紹介 面向新兴国家的环保型产品的介绍
Environment Conscious Products Found in  Emerging Countries

中国、インド、ASEAN市場向けに新製品を
　新興国において今後ますます増大していくCO2排出量の削減を目指し、小中規模ビル用の「MiNi-SMMS」や、アジア市場向
けに不安定な電力供給時でも自動復帰機能を標準装備し、安定的な運転を実現する「SPIシリーズ」を市場に投入しています。

ファクター5.47（2010/2000）
価値ファクター 2.19
●応用制御/通信対応機能の強化
●ソリューションパッケージの充実
●能力レンジの拡大

環境影響低減ファクター 2.49
●CO2排出量削減
●能力当たりの製品重量の削減（約11%）
●輸送効率の向上

（t-CO2/年）

TAG-C009※3
（基準機種）

RUA-SP331
（開発機種）

200.0

150.0

100.0

50.0

0

年間CO2排出量比較

60%削減152.3

60.9

ファクター4.18（2011/2000）
価値ファクター 1.74
●業界トップの省スペース化（６２％減）／軽量化
　（４９％減）を実現
●各階ベランダ設置に対応可能な横吹き型の採用

環境影響低減ファクター 2.40
●業界トップのIPLV（中国省エネ基準）5.3を実現
●新冷媒制御により必要冷媒量を51％低減
●低能力運転域を高効率化した新ＤＣ
　ツインロータリーコンプレッサー搭載

（t-CO2/年）/年）

MCY-
MAP0804HT8-C
（基準機種）

MMY-
MJ2801HT
（開発機種）

2.00

3.00

4.00

1.00

0

年間CO2排出量比較

59%削減3.39

1.41

ファクター4.21（2008/2000）
価値ファクター 2.11
●新冷媒R410Aと「Xフレーム」の採用
●モジュール連結方式による
　ラインナップ拡大（最大540RT）

環境影響低減ファクター 1.99
●温暖化防止（使用時、製造時）
●原材料使用量48％削減

（t-CO2/年）

TAG-C009※3
（基準機種）

RUA-TBP0302H
（開発機種）

100.0

50.0

0

年間CO2排出量比較

51%削減
94.4

46.1

快適で省エネな大規模空間の空調システムをご提案
ユニバーサルスマート
エックス（USX）

産業用空調・
熱源システム

Universal Smart X (USX) / 通用智能型X（USX）空调热源机

大形チラー初の冷媒R410A採用で、
業界トップクラスのCOPを達成

スーパーフレックス
モジュールチラー（SFMC）

産業用空調・
熱源システム

Super Flex Module-Chiller / 超级节能模块式冷风冷水机

業界トップクラスの小形化を実現
海外向け
小中規模ビル用 MiNi-SMMSMiNi-Super Modular Multi System / 

家用中央空调　

小形商業ビル用として環境性能の高効率化を実現
海外向け
小規模ビル用 ステーブルパワーインバーター（ＳＰＩ）

Stable Power Inverter / 稳定的逆变电源（SPI）

循環加温ヒートポンプで業界初の最高出口温度90℃※1対応
CAONS循環加温

ヒートポンプ CAONS / CAONS

ファクター4.04※2（2011/2000）

環境影響低減ファクター 2.17
●温暖化防止（使用時）
●有害物質削減（Ｊ-ｍｏｓｓ対応）

（t-CO2/年）

電気ヒーター
（基準機種）

ＨＷＣ－Ｈ４５１Ｈ
（開発機種）

1.00

5.00

0

年間CO2排出量比較

54%削減7.47

3.43

価値ファクター 1.86
●コンパクト設計、電源三相化および、オイル
　ミスと対応による設置制約の大幅緩和
●耐熱ＤＣツインロータリーコンプレッサー
　の採用により６４℃出湯実現
●ロータリーコンプレッサーとインバーター
　制御による部分負荷効率の向上

ファクター3.78（2012/2000）
価値ファクター 2.59
●計量、コンパクトで据え付け性向上
●マーケットにフィットする設計（不安定な
　電源事情においても安定した運転を維持）

環境影響低減ファクター 1.46
●冷媒量削減
●原材料削減（アルミ熱交の導入）

（t-CO2/年）/年）

ＲＡＶ-４６５Ａ８
（基準機種）

ＲＡＶ-ＳＥ１２５１Ａ８
（開発機種）

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

1.00
0

年間CO2排出量比較

32%削減5.40

3.70

※1 CAONS140と700のみ　　※2 ファクター値は、CAONS45のデータ

※3 新製品1台あたりの能力に換算したときのCO2排出量

〈45〉 〈140〉 〈700〉

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
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33 環境調和型製品の提供
Provision of Environment Conscious Products    提供环保型产品

おオショロコマ　イワナ亜種の絶滅危惧Ⅱ類　残そう環境　守ろう生態。（技術部門／高橋 政綱）



Factory
　工場では、大規模スペースでの空調と事務所などの小規模スペース
の空調が混在しています。「ユニバーサルスマートエックスシリーズ」
「スーパーフレックスモジュールチラーシリーズ」「スーパーモ
ジュールマルチシリーズ」（P18で紹介）「スー
パーパワーエコキューブシリー
ズ」（P18で紹介）などを組み合
わせ、快適空間を提供していま
す。また、お湯や蒸気を使う洗浄
工程や、約90℃までの比較的
高温な熱源環境が必要な工程
では、用途に応じて「CAONSシ
リーズ」を提案します。

工場内の空調やあらゆる
熱源転換を提供

工場で使う環境調和型製品の紹介 工厂用环保型产品的介绍
Environment Conscious Products Found in Factories

新興国向け環境調和型製品の紹介 面向新兴国家的环保型产品的介绍
Environment Conscious Products Found in  Emerging Countries

中国、インド、ASEAN市場向けに新製品を
　新興国において今後ますます増大していくCO2排出量の削減を目指し、小中規模ビル用の「MiNi-SMMS」や、アジア市場向
けに不安定な電力供給時でも自動復帰機能を標準装備し、安定的な運転を実現する「SPIシリーズ」を市場に投入しています。

ファクター5.47（2010/2000）
価値ファクター 2.19
●応用制御/通信対応機能の強化
●ソリューションパッケージの充実
●能力レンジの拡大

環境影響低減ファクター 2.49
●CO2排出量削減
●能力当たりの製品重量の削減（約11%）
●輸送効率の向上

（t-CO2/年）/年）

TAG-C009※3
（基準機種）

RUA-SP331
（開発機種）

200.0

150.0

100.0

50.0

0

年間CO2排出量比較

60%削減152.3

60.9

ファクター4.18（2011/2000）
価値ファクター 1.74
●業界トップの省スペース化（６２％減）／軽量化
　（４９％減）を実現
●各階ベランダ設置に対応可能な横吹き型の採用

環境影響低減ファクター 2.40
●業界トップのIPLV（中国省エネ基準）5.3を実現
●新冷媒制御により必要冷媒量を51％低減
●低能力運転域を高効率化した新ＤＣ
　ツインロータリーコンプレッサー搭載

（t-CO2/年）

MCY-
MAP0804HT8-C
（基準機種）

MMY-
MJ2801HT
（開発機種）

2.00

3.00

4.00

1.00

0

年間CO2排出量比較

59%削減3.39

1.41

ファクター4.21（2008/2000）
価値ファクター 2.11
●新冷媒R410Aと「Xフレーム」の採用
●モジュール連結方式による
　ラインナップ拡大（最大540RT）

環境影響低減ファクター 1.99
●温暖化防止（使用時、製造時）
●原材料使用量48％削減

（t-CO2/年）/年）

TAG-C009※3
（基準機種）

RUA-TBP0302H
（開発機種）

100.0

50.0

0

年間CO2排出量比較

51%削減
94.4

46.1

快適で省エネな大規模空間の空調システムをご提案
ユニバーサルスマート
エックス（USX）

産業用空調・
熱源システム

Universal Smart X (USX) / 通用智能型X（USX）空调热源机

大形チラー初の冷媒R410A採用で、
業界トップクラスのCOPを達成

スーパーフレックス
モジュールチラー（SFMC）

産業用空調・
熱源システム

Super Flex Module-Chiller / 超级节能模块式冷风冷水机

業界トップクラスの小形化を実現
海外向け
小中規模ビル用 MiNi-SMMSMiNi-Super Modular Multi System / 

家用中央空调　

小形商業ビル用として環境性能の高効率化を実現
海外向け
小規模ビル用 ステーブルパワーインバーター（ＳＰＩ）

Stable Power Inverter / 稳定的逆变电源（SPI）

循環加温ヒートポンプで業界初の最高出口温度90℃※1対応
CAONS循環加温

ヒートポンプ CAONS / CAONS

ファクター4.04※2（2011/2000）

環境影響低減ファクター 2.17
●温暖化防止（使用時）
●有害物質削減（Ｊ-ｍｏｓｓ対応）

（t-CO2/年）/年）

電気ヒーター
（基準機種）

ＨＷＣ－Ｈ４５１Ｈ
（開発機種）

1.00

5.00

0

年間CO2排出量比較

54%削減7.47

3.43

価値ファクター 1.86
●コンパクト設計、電源三相化および、オイル
　ミスと対応による設置制約の大幅緩和
●耐熱ＤＣツインロータリーコンプレッサー
　の採用により６４℃出湯実現
●ロータリーコンプレッサーとインバーター
　制御による部分負荷効率の向上

ファクター3.78（2012/2000）
価値ファクター 2.59
●計量、コンパクトで据え付け性向上
●マーケットにフィットする設計（不安定な
　電源事情においても安定した運転を維持）

環境影響低減ファクター 1.46
●冷媒量削減
●原材料削減（アルミ熱交の導入）

（t-CO2/年）

ＲＡＶ-４６５Ａ８
（基準機種）

ＲＡＶ-ＳＥ１２５１Ａ８
（開発機種）

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

1.00
0

年間CO2排出量比較

32%削減5.40

3.70

※1 CAONS140と700のみ　　※2 ファクター値は、CAONS45のデータ

※3 新製品1台あたりの能力に換算したときのCO2排出量

〈45〉 〈140〉 〈700〉

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
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く車で出掛けるより歩いていくエコ時代（関係会社／石田 由記子）
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4 環境活動報告 EMS（Environmental Management System）
Environment Activity Report  (EMS)   环保活动报告 （EMS）

4

環境ビジョン Environmental Vision
环保活动的展望

4つのGを推進。環境負荷低減へのチャレンジ継続中

東芝キヤリアグループは、東芝グループの一員として「Green of Process」
「Green of Product」「Green by Technology」「Green Management」
の4つの環境活動を推進しています。私たちの暮らす地球が抱えるさまざ
まな環境問題を真摯に受け止め、事業活動の中に環境活動を織り込むこ
とで、生態系のバランスを乱すことなく企業の社会的存続を図ります。お
客さまや従業員とその家族、調達先さま、地域の皆さまなど東芝キヤリア
グループに携わるすべてのステークホルダーとともに、より良い未来継続
のために、各々の環境項目に対して目標を立案し、着実にクリアしていく
ための努力を続けています。

環境活動の目標および実績
2005年度より、東芝グループ第4次アクションプランを基盤に、独自の環境活動を推進してきました。2011年度は、

全項目に対して目標を達成しました。2012年度は、第4次アクションプランを終え、新たに第5次アクションプランを立案
して活動を継続していきます。

■ 製品環境効率の向上

指標
2011年度 2012年度 

達成目標目標 実績 評価 まとめ

環境調和型製品の提供 環境調和型製品の 
売上高比率 70％ 79％ ○

＋9％
対象範囲の新製品はすべて
環境調和型製品としました 80％へ拡大

特定化学物質の全廃 製品に含まれる 
特定15物質群※1 100％（全廃） 100％ ◎ 全製品群で100％（全廃）

達成しました※2 100％（全廃）

■ 事業プロセスの革新※3

指標
2011年度 2012年度 

達成目標目標 実績 評価 まとめ

地
球
温
暖
化
の
防
止

エネルギー起源CO2
排出量の削減

排出量原単位※4 
または絶対量 

（1990年度基準）

原単位で44％削減、 
または絶対量で44％削減 

（製造拠点および 
その他拠点の合計値）

74％※5 
削減

◎ 
＋30％

生産・試験設備の高効率化や 
省エネ空調機への更新および 
LED照明など高効率照明の 
入れ替えを推進しました。

47％削減
（製造拠点および 

その他の拠点の 
合計値）

製品物流CO2 
排出量の削減

排出量原単位※6 
（2006年度基準） 5％ 9％ ○ 

＋4％
JR背高コンテナの拡大や 

共同集配により積載効率の 
向上を推進しました。

6％削減

化
学
物
質
管
理

大気・水域への 
総排出量の削減

総排出量 
（2000年度基準） 52％削減 79％ 

削減
◎ 

＋27％
塗装工程の製造改善および 
塗料、希釈剤の管理強化 

により削減しました。
54％削減

資
源
の
有
効
利
用

廃棄物総発生量の 
削減

総発生量原単位※4 
または絶対量 

（2000年度基準）

原単位で22％削減、 
または絶対量で22％削減 

（製造拠点および 
その他拠点の合計値）

58％※5 

削減
◎ 

＋36％

生産性改善による汚泥削減、 
歩留まり改善、梱包改善、 

洗浄液交換頻度改善により 
削減しました。

24％削減

廃棄物最終処分量の 
削減 廃棄物ゼロエミッション※7

ゼロエミッション率 
製造拠点：0.5％未満、 

非製造拠点：1.0％未満の 
拠点が100％

100％ 
（全拠点 

達成）
◎ 

達成 全拠点で達成しました。 100％ 
（全拠点達成）

※1  ビス（トリブチルすず）＝オキシド（TBTO）、トリブチルすず類（TBT類）・トリフエニルすず類
（TPT）類、ポリ塩化ビフェニル類（PCB類）、ポリ塩化ナフタレン（塩素数が3以上）、短鎖型塩化
パラフィン、アスベスト類、アゾ塗料・顔料、オゾン層破壊物質、放射性物質、カドミウムおよび
その化合物、六価クロム化合物、鉛およびその化合物、水銀およびその化合物、ポリ臭素化 
ビフェニル類（PBB類）、ポリ臭素化ジフェニルエーテル類（PBDE類）

※2 調達部品への使用（含有）調査を推進しています。
※3 東芝グループの第4次アクションプランの目標値を採用しています。 

※4  原単位目標には、活動を評価できる指標として、物量ベースの実質生産高原単位を使用。 
実質生産高＝生産高/日銀企業物価指数（電気機器）

※5 原単位での実績。
※6  原単位目標には、売上高原単位を使用。
※7  事業に伴い生じる副産物やその他の発生するすべて（総発生量）に対し、各種処理後の埋め立て

処分量を0に近づけること。

＜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（株）、富士東芝キヤリアプロダクツ（株）、東芝キヤリアリビングサービス（株）、（株）キャリア総合サービス、 
東芝キヤリア空調サービス（株）、富士冷熱工業（株）、東芝開利空調販売（上海）有限公司

ややってみる心が大事　エコ活動　みんなで広げる未来の輪（関係会社／宇佐美 純）

モノづくりの
環境配慮

Green of
Process

基盤活動の
継続的向上

Green
Management

 エネルギーの
低炭素化技術

Green by
Technology

ManagementManagement

環境性能No.1
製品の創出

Green of
Product

※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/management/ceo_j.htm
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東芝総合環境監査 Toshiba Comprehensive Environmental Auditing
东芝综合环保监查

サイト監査、技術監査ともに着実に監査員を養成

東芝キヤリアグループでは、東芝グループで実施している東芝総合環境
監査（環境経営監査、サイト監査、技術監査）を実施しています。そのうち、
環境経営監査は、70以上の項目について5段階で評価し、毎年スパイラル
アップを図っています。サイト監査は、製造3拠点で1年おきに実査／セル
フ監査を交互に実施し、30人以上の非製造拠点についてはセルフ監査を
実施しています。また技術監査は、東芝100製品群に登録している5つの
製品群について毎年実施しています。２０１１年度は、サイト監査員２名、製
品監査員３名が新たに監査員として認定されました。

遵法 Law-abiding
守法

厳しい自主基準値の設置と環境パトロールを実施

各製造拠点では、製造工程で多くの環境関連法令に関係する作業があります。法令規制値を常に遵守するため、さら
に厳しい自主基準値を設けています。その結果、2011年度は、すべての管理項目において、法令違反・協定違反による
行政処分は受けませんでした。また、環境関連遵法総点検では、非製造拠点含め問題がないことを確認しています。

※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

⃝環境パトロール Environmental Patrol
环保监察巡逻队

富士事業所では、環境パトロールを毎月1回実施しています。執行役員
や部門長を含む約20名で各部門をチェックし、問題の早期発見・解決につ
なげています。定期的なパトロールや訓練の実施は、従業員の環境に対す
る意識の向上にも役立っています。

環境パトロール風景（江口執行役員、左から2番目）

環境基本方針と環境推進体制 Basic Policy on Environment and Promotion System on Environment
环保活动的基本发针和推进体系

個人・各組織ともに、確かな体制で環境活動を推進中

東芝キヤリアグループは、「東芝キヤリア環境基本方針」を基準に
環境活動を推進しています。グループ従業員は、基本方針を記載し
た環境カードを携帯し、職場や家庭において自身でできる活動を「マ
イエコチャレンジ」として同カードに記入し実践しています。

会社としても推進体制を確立しています。環境経営責任者（社長）
の下に環境・CSR部門長を環境推進責任者として任命しています。
さらに、各職域においては環境推進副責任者を、製造拠点と主な非
製造拠点ではサイト責任者を任命しています。また、半期ごとに「東
芝キヤリアグループ地球環境会議」を開催し、会社としてやるべき
重要な環境活動の案件を確認しながら、環境活動の目標の設定や
実績の報告などを実施しています。

※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

東芝キヤリアグループ地球環境会議

環境・CSR本部

環境経営責任者

環境推進責任者

環境推進副責任者

法令遵守・リスク管理国内事業所

事業プロセス
環境推進活動支社・支店

製品・サービス
環境推進活動国内関係会社

環境
コミュニケーション活動海外関係会社

環境経営本 社

副責任者会議

ま窓の外　ゴーヤのカーテン　涼やかに　地球も人も癒される（品質保証部門／くろりん）

新監査員
【サイト監査】

監査員補  森谷 徹 
高山 周史

【製品監査】
監査員  立石 章夫 

林 恭正 
奥田 健志
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44 環境活動報告 事業プロセス活動
Environment Activity Report  (Green of Process)   环保活动报告 （绿色生产）

エネルギー管理 Energy Management
能源管理

国内製造拠点を中心としてCO2削減に取り組みを

東日本大震災以降、原子力発電所の運転停止による原子力発電量の削減などから、電力不安と、化石燃料によるCO2

の増大懸念が拡大しています。そうした中、日本国内ではエネルギー起源のCO2排出量削減の取り組みが、ますます活
発化しています。そのような背景もあり、東芝キヤリアグループでは、国内製造拠点の富士事業所、津山事業所、富士冷
熱工業を中心に、目標に向けての削減活動に取り組み、2011年度におけるエネルギー起源CO2排出量※1は、前年度比
絶対量で約10％減少し、CO2排出量原単位※2は、京都議定書の基準年である1990年度比で約74％減となりました。

■ エネルギー起源CO2排出量と原単位の推移

CO2排出量(t-CO2)　

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

基準年との原単位比較（％）

2010
（年度）

100

55.1
60.3

50.5 48.4 49.450.4
43.1

48,230

30,138 29,363 27,961 28,276
33,241 31,850 30,804

33,635
27,280 23,290

49.4
43.1

39.5 37.0 34.3

22,594

27.4

2011

20,221

26.1

■ 2011年度エネルギー使用量（CO2換算）

CO2総排出量
20,220
t-CO2

富士事業所 80.0%
(16,172 t-CO2)
・東芝キヤリアエンジニアリング（株）
・富士東芝キヤリアプロダクツ（株）
・東芝キヤリアリビングサービス（株）

津山事業所 11.5%
(2,322 t-CO2)
・（株）キャリア総合サービス

掛川事業所 6.2%
(1,248 t-CO2)

富士冷熱工業(株) 0.7%
(135 t-CO2)

その他非製造拠点 1.6%
(343 t-CO2)
・品川本社
・4支社（30名以上）
・東芝キヤリア空調サービス（株）
・東芝開利空調販売（上海）有限公司

※1 電気使用量からCO2排出量の算出は2011年経団連提示（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、実質生産高（＝生産高/日銀企業物価指数（電気機器）の比較年との比）を採用しています。

■ 2011年度総発生量の内訳　［廃棄品目別］

その他 1.8%
(76 t)

金属類 65.9%
(2,696 t)

汚泥 3.4%
(139 t)木類 5.7%

(234 t)

廃プラスチック類
5.9% (240 t)

廃油 7.2%
(295 t)
紙類 10.1%
(413 t)

廃棄物総発生量
4,093 t

■ 2011年度拠点別総発生量　［事業所別］

津山事業所 26.2%
(1,073 t) 富士事業所 69.4%

(2,842 t)

その他非製造拠点 1.7%
(71 t)

富士冷熱工業(株) 1.7%
(68 t)

掛川事業所 1.0%
(39 t)

廃棄物総発生量
4,093 t

・東芝キヤリアエンジニアリング（株）
・富士東芝キヤリアプロダクツ（株）
・東芝キヤリアリビングサービス（株）

・（株）キャリア総合サービス

・品川本社
・4支社（30名以上）
・東芝キヤリア空調サービス（株）
・東芝開利空調販売（上海）有限公司

廃棄物管理 Waste Management
废弃物管理

低減目標達成もさらなる削減へ向けて活動中

東芝キヤリアグループは、全員参加による廃棄物低減活動
を行っています。廃棄物のリサイクル率向上に工夫を凝らし、
最終処分量低減に力を入れています。総発生量では、2000
年度基準の原単位比※で58％削減しています。今後もそれを
維持し、さらなる削減に向けて低減活動を推進していきます。
またゼロエミッション率は、自社で管理可能な製造3拠点と
開発1拠点で取り組んだ結果、2011年度は目標値である
0.5％未満でした。

■ 廃棄物総発生量と原単位の推移

6,357 6,791 6,879 6,516 6,659 5,817 5,869 6,053 5,362
4,552

100
106.2 103.2

93.5

83.1
72.4

64.6
55.9 57.1 52.8

廃棄物総発生量（t）

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

基準年との原単位比較（％）

4,093

41.6

2011

4,711

44.9

2010
（年度）

※原単位は、実質生産高（＝生産高/日銀企業物価指数（電気機器）の比較年との比）を採用しています。

け毛並み撫で　膝の上の　ネコ暖房（技術部門／さすらいの環境人）
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マテリアルバランス Material Balance
材料的收支比例

さまざまな工夫で環境負荷低減への取り組みを

東芝キヤリアグループの事業活動では、多岐にわたる資源が投入され、環境負荷として排出されています。このデータを
投入量（INPUT）と排出量（OUTPUT）に分けて表示し、物質の収支を表したものがマテリアルバランスです。投入量では、
鉄・銅・アルミなどの金属材料が資源・原材料の約8割を占めています。これは、熱交換器・コンプレッサー・室外機筐

きょう

体
たい

な
どの製造が多いためです。生産時の端材を減らす設計、別の部品への転用など、廃棄物低減の工夫に取り組んでいます。

※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

環境会計 Environmental Accounting
环境会计

企業価値向上の指針として環境会計を実施

東芝キヤリアグループでは、1999年から環境会計を導入しています。環境経営にかかわるコストとその効果を定量的
に把握し、企業活動の指針として活用しています。分類や算出方法は、環境省「環境会計ガイドライン（2005年度版）」に
準拠し、効果は環境負荷低減を金額に換算しています。

※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

輸送 Transport
输送

CO2排出量を抑制する輸送を実践

東芝ロジスティクス株式会社と共同で、輸送経路の最適化を推進しています。主要輸送経路に使用するトラックの大型
化および積載効率の向上、JRコンテナ・フェリーの活用、航空輸送の抑制によりCO2排出量の削減を図っています。
2011年度の輸送にかかわるCO2排出量の売上高原単位※は、4.30t-CO2/億円となり、基準年2006年度と比較して約
9%の減少でした。
※原単位は、実質売上高（＝売上高/日銀企業物価指数（電気機器）の比較年との比）を採用しています。

■ 化学物質排出量の推移

20.720.728.728.7
19.619.6 13.413.4 10.810.8 9.49.4 10.710.7 8.68.6 9.29.2 6.26.2

100

101.3101.3

68.768.7
56.356.3

46.346.3
61.961.9

53.553.5

36.236.2 33.233.2 30.330.3
21.921.9

68.8

58.4
45.9

55.9
48.4

36.1 32.2 30.4
21.6

PRTR対象
排出量(t)

PRTR対象外
排出量(t)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
7.97.9

26.526.5

26.5

2010
6.86.8
19.919.9

20.5

2011（年度）

基準年との比較（％）

化学物質管理 Chemical Substance Management
化学物质管理

化学物質管理と土壌・地下水浄化を徹底的に

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」という基準に従い、取扱量と排出量の両方で大幅な削減を行ってきました。基準年からは約79%の削減となり、
52%削減目標をクリアしました。また、事業所の土壌・地下水汚染を把握し、浄化に取り組んでいます。過去に汚染が確
認された富士事業所と津山事業所では、汚染の浄化・モニタリングを行っています。

■ 2011年度拠点別取扱量 ■ 2011年度拠点別排出量

津山事業所
10.9% (8.5 t)

富士事業所 86.6% (67.7 t)

富士冷熱工業(株) 2.5% (2 t)

化学物質取扱量
78.2 t

津山事業所
6.9% (1.8 t)

富士事業所 86.5% (23.1 t)

富士冷熱工業(株) 6.6% (1.8 t)

化学物質排出量
26.7 t

※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

ふ増やすのは、電力量ではなく、節約の心得（営業部門／環境省査察官）



津山事業所外観 掛川事業所外観

事業所の敷地内では、何種類
もの果樹苗木を育てています。

栗の木も1年でこれだけ
成長しました。

今春ウサギの赤ちゃんが
生まれました。

堆肥ではたくさんのカブトムシの幼虫が育ち、近隣の子どもたちへ寄贈しています。

❸❸

❸❸

❹❹ ❺❺ ❻❻ ❼❼ ❽❽

❾❾

1010 1111

1212 1313

桜並木
事業所内には春になると美し
く花を咲かせる桜並木があり
ます。昼食でお弁当を広げる
光景も珍しくありません。

鴨
事業所近くの下堀川では、春
先ころから鴨を見かけるよう
になります。彼らにとって居心
地の良い水辺なのでしょう。

安全公園
敷地の中央に位置する中庭
「安全公園」は、従業員の憩い
のスペースです。木立に囲ま
れた空間では小鳥のさえずり
も聞くことができます。

梅の木
安全公園には梅の木があり、
季節になると大きな実を付け
ます。従業員は皆、梅の「花か
ら実」への成長を楽しみにし
ています。

雪ノ下
南門近くの小川の陰にもしっ
かりと自然の命が生きていま
す。「雪ノ下」は、5～6月ころ
になるとひっそりとかわいらし
い花を咲かせます。

ハクセキレイ
事業所には時折「ハクセキレ
イ」が飛来し、“チュチン チュチ
ン”という美しい鳴き声を披
露してくれます。

植樹の集合写真 採水の様子 アオダイショウ

シロツメクサ

モクズガニ

オナガ

❷

植物の垣根
事業所内にはきれいに手入れされた
植物の垣根があります。まるで南国
を思わせる棕櫚（シュロ）などの木々
を植栽し、ダイナミックな印象を与え
てくれます。

富士事業所シンボル
ツリー木かげ
「木かげ」の中には鳥が巣
をつくっています。従業員
の成長だけではなく、自然
の生命の巣立ちも見守っ
ている「木かげ」です。

❶

豊かな自然をそのまま残すことに徹した工場公園では、リス、シカ、サギなどの従来か
らこの地に生息している動物たちに出合うこともしばしばです。(写真はイメージです)

休日にはタケノコ掘りに出向いてくる
従業員もいます。採れたての自然の恵
みを享受できるのは工場公園、津山事
業所ならではのぜいたくです。

敷地内には、鳥たちが飛来してく
る池もあります。この池を囲むよ
うに森林浴ができる遊歩道がつ
くられました。

動物たち

ため池 竹林

桜の季節には、植樹した木の下で昼休み
などにお弁当を広げる従業員もいます。

本来からこの地に生息するアカマツを植栽
しました。

桜

❶

❷

❶ ❷

❸

❹

事業所から河川へ放流される水に対し、
国立環境研究所の調査（2011年7月）で
4種の生物群で生態系に問題がない

（N.E※）こと
が確認され
ました。
※N.E：No effect
（影響なし）

津山事業所外観
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事業所内にはきれいに手入れされた
植物の垣根があります。まるで南国
を思わせる棕櫚（シュロ）などの木々
を植栽し、ダイナミックな印象を与え

❶❶

❽❽ ❸❸

❹❹❼❼

❻❻

❷❷ ❶❶

❺❺

従業員用自転車置場

グラウンド

体育館体育館

安全公園

木
か
げ

外来者駐車場

正門

植栽活動
134本の
苗木を植樹 

❸❸

❹❹
❷❷

❶❶
❶❶

果
樹
園

カブトムシ
育成区域

調整池

駐車場100台

受変電室

消
防
用
水

浄
化
槽

❶

❸

❷

1010

1212

1313

1111

❾❾

国内主要3拠点で生物多様性を展開中
生物多様性活動 生物多样性活动

Biodiversity Activities

●富士事業所 Fuji Operation Center
富士工厂

　富士事業所は富士山の麓、富士市に位置し、事業所の中にはさまざまな生物が生息
しています。「東芝グループ150万本の森づくり」の一環として、静岡県・富士市と「しず
おか未来のサポーター協定」を締結し、2007年度から「富士山こどもの国」への植樹活
動を実施しています。また、従業員の家族向けに自然観察会も開催しています。富士事
業所敷地内には、工場排水を利用した小規模なビオトープを建設中で、今後も生息す
る生物の保護に努めていきます。

Tsuyama Operation Center
津山工厂●津山事業所

　津山事業所は、岡山県津山市北部の、周囲を山で囲まれた自然豊かな環境に立地しています。池、竹林、雑木林を
保有し、多様な動植物が生息する自然あふれた立地条件にあります。2010年度はアカマツ植樹を実施しました。

Kakegawa Operation Center
挂川事业所●掛川事業所

　掛川事業所は、静岡県菊川市にあり、事業所には森林が隣接しています。果樹の植栽と事業所内のカブトムシの
産卵場所を保護する活動をしています。幼虫は、近隣の幼稚園や保育園に贈呈し、喜ばれています。

■しずおか未来の森サポーター ■WET調査 ■富士事業所に生息する生物
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44 環境活動報告 生物多様性活動
Environment Activity Report  (Biodiversity Activities)   环保活动报告 （生物多样性活动）

ここまめに消そう　PC・ライト・etc・・・（サービス部門／アルト）　えエアコンの　フィルタ清掃　こまめに実行（関係会社／節電為右衛門）



津山事業所外観 掛川事業所外観

事業所の敷地内では、何種類
もの果樹苗木を育てています。

栗の木も1年でこれだけ
成長しました。

今春ウサギの赤ちゃんが
生まれました。

堆肥ではたくさんのカブトムシの幼虫が育ち、近隣の子どもたちへ寄贈しています。
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桜並木
事業所内には春になると美し
く花を咲かせる桜並木があり
ます。昼食でお弁当を広げる
光景も珍しくありません。

鴨
事業所近くの下堀川では、春
先ころから鴨を見かけるよう
になります。彼らにとって居心
地の良い水辺なのでしょう。

安全公園
敷地の中央に位置する中庭
「安全公園」は、従業員の憩い
のスペースです。木立に囲ま
れた空間では小鳥のさえずり
も聞くことができます。

梅の木
安全公園には梅の木があり、
季節になると大きな実を付け
ます。従業員は皆、梅の「花か
ら実」への成長を楽しみにし
ています。

雪ノ下
南門近くの小川の陰にもしっ
かりと自然の命が生きていま
す。「雪ノ下」は、5～6月ころ
になるとひっそりとかわいらし
い花を咲かせます。

ハクセキレイ
事業所には時折「ハクセキレ
イ」が飛来し、“チュチン チュチ
ン”という美しい鳴き声を披
露してくれます。

植樹の集合写真 採水の様子 アオダイショウ

シロツメクサ

モクズガニ

オナガ

❷

植物の垣根
事業所内にはきれいに手入れされた
植物の垣根があります。まるで南国
を思わせる棕櫚（シュロ）などの木々
を植栽し、ダイナミックな印象を与え
てくれます。

富士事業所シンボル
ツリー木かげ
「木かげ」の中には鳥が巣
をつくっています。従業員
の成長だけではなく、自然
の生命の巣立ちも見守っ
ている「木かげ」です。

❶

豊かな自然をそのまま残すことに徹した工場公園では、リス、シカ、サギなどの従来か
らこの地に生息している動物たちに出合うこともしばしばです。(写真はイメージです)

休日にはタケノコ掘りに出向いてくる
従業員もいます。採れたての自然の恵
みを享受できるのは工場公園、津山事
業所ならではのぜいたくです。

敷地内には、鳥たちが飛来してく
る池もあります。この池を囲むよ
うに森林浴ができる遊歩道がつ
くられました。

動物たち

ため池 竹林

桜の季節には、植樹した木の下で昼休み
などにお弁当を広げる従業員もいます。

本来からこの地に生息するアカマツを植栽
しました。

桜

❶

❷

❶ ❷

❸

❹

事業所から河川へ放流される水に対し、
国立環境研究所の調査（2011年7月）で
4種の生物群で生態系に問題がない

（N.E※）こと
が確認され
ました。
※N.E：No effect
（影響なし）

掛川事業所外観
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国内主要3拠点で生物多様性を展開中
生物多様性活動 生物多样性活动

Biodiversity Activities

●富士事業所 Fuji Operation Center
富士工厂

　富士事業所は富士山の麓、富士市に位置し、事業所の中にはさまざまな生物が生息
しています。「東芝グループ150万本の森づくり」の一環として、静岡県・富士市と「しず
おか未来のサポーター協定」を締結し、2007年度から「富士山こどもの国」への植樹活
動を実施しています。また、従業員の家族向けに自然観察会も開催しています。富士事
業所敷地内には、工場排水を利用した小規模なビオトープを建設中で、今後も生息す
る生物の保護に努めていきます。

Tsuyama Operation Center
津山工厂●津山事業所

　津山事業所は、岡山県津山市北部の、周囲を山で囲まれた自然豊かな環境に立地しています。池、竹林、雑木林を
保有し、多様な動植物が生息する自然あふれた立地条件にあります。2010年度はアカマツ植樹を実施しました。

Kakegawa Operation Center
挂川事业所●掛川事業所

　掛川事業所は、静岡県菊川市にあり、事業所には森林が隣接しています。果樹の植栽と事業所内のカブトムシの
産卵場所を保護する活動をしています。幼虫は、近隣の幼稚園や保育園に贈呈し、喜ばれています。

■しずおか未来の森サポーター ■WET調査 ■富士事業所に生息する生物
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て手探りで　始めてみよう　エコな生活（関係会社／望月 剛）　ああなたも私も省エネ担当　こまめに節約大きな成果（関係会社／田造 玉栄）
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44 環境活動報告 コミュニケーション
Environment Activity Report  (Communication)   环保活动报告 （交流）

環境教育 Environmental Education
环保教育活动

各従業員の役割に応じて環境教育を実施

環境教育は、毎年1回のe-ラーニングを全従業員に対して実施するとともに、新入社員、一般社員、役職者、技術者、
それぞれの役割に応じた内容でも実施しています。社員全員が、環境問題を認識し、職場や家庭において自身ができるこ
とを考え、日常生活における環境活動として織り込んでいくことを目的にしています。

さ里山に蛍が飛んで夕涼み残していこう日本の夏（スタッフ部門／taka）　き近未来　明るく照らす　LED（関係会社／槌屋 聡人）

各種展博 Various Exhibitions
各种展览交易会

環境調和型製品や環境活動の紹介を積極的に

東芝キヤリアグループでは、各展示会を通じて、環境活動や環境調和型製品の紹介を行っています。2012年2月9日
～10日に開催された東芝グループ環境展では、「新興国向けエアコン　MiNi-SMMSシリーズ」「家庭用給湯機エコキュー
ト　ESTIA」「コンプレッサー各シリーズ」のほか、産業用として「CAONSシリーズ」の紹介を行いました。また、空調・冷凍
機器関連の展示会としては国内最大のHVAC&R（2012年2月14日～17日）や、年間を通じて開催される全国の支社や
支店などでの展示会では、製品の展示のほか東芝キヤリアグループの環境コンセプトのパネルを展示しています。

HVAC＆R 東芝グループ環境展

ライトダウン Lights Down
熄灯

節電意識が高まる中、各拠点でライトダウンを実施

東芝キヤリアグループは、環境省が呼びかけているライトダウン・キャンペーンに参加しました。各事業所、支社・支
店、関係会社などにおいて、20時から22時までの2時間、全国50以上の拠点（一部を除く）で一斉にライトダウンを実施
しました。2011年に実施した各ライトダウン期間は、夏至ライトダウン（6月22日）、七夕ライトダウン（7月7日）、節電ラ
イトダウン（6月22日～8月31日）です。東芝キヤリアグループ全体で約35万2千kWhの節電ができました。

■ 中四国支社（事務所） ■ 富士冷熱工業（製造拠点）
消灯前

消灯後

消灯前

消灯後
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しずおか未来の森サポーター Shizuoka Green Belt Movement Support
静冈未来的绿色森林支援

植樹、印刷用紙の使用でも地域社会に貢献を

⃝植樹 Tree Planting Activity
植树

東芝キヤリアグループは、「東芝150万本の森づくり」の一環として2007年に
「しずおか未来の森サポーター」協定を締結し、植林、育林の費用負担やボラン
ティア活動を実施しています。現在までに「富士山こどもの国」に約3,500本の
広葉樹を植樹し、その育林のための下刈り作業を継続実施しています。従業員
および家族の環境教育の場としても活用し、この活動を通じて自然や地球環境
保全の大切さを理解してもらい、自然を愛する人づくりを進めていきます。

⃝ふじのくに森の町内会 Fujino Kuni Morino Chonaikai
Fujino Kuni森林邻里协会

「しずおか未来の森サポーター」活動の一環として、2010年度から使
用している「ふじのくに森の町内会」の紙は、紙代の一部を間伐の費用と
して運用しています。植樹だけでなく、間伐を行うことで森林は大きく育
ちます。また、間伐材も紙などとして有効利用されています。

事業所見学 Factory Tour
参观工厂

環境に対する子どもたちの関心を深めるために

富士事業所では、毎年、近隣地域の小・中学生の見学を受け入れ、当社
の概要や植樹活動などを紹介するとともに、製品展示場、空調機の製造ラ
イン、コンプレッサー組み立てラインなどを見学していただいています。ま
た、環境に優しい省エネ製品の開発や、廃棄物のゼロエミッションなども見
学します。今後もこれらの活動から、環境への関心をさらに深めていただき
たいと考えています。2011年度は、小学生、中学生、高校生、大学生それ
ぞれ1件ずつ、約200名が富士事業所を訪れました。

ゆ唯一無二　地球を守る　環境活動（スタッフ部門／大村 正）　

ふじのくに森の町内会ロゴ

しずおか未来の森サポーター 
認定証

森づくり活動／下刈り作業の様子

見学の様子

フロン見える化活動 “Visualize Freon !” Activity
氯氟化碳(Freon)可视化活动

活動の参加企業として製品へのシール貼付を実施

東芝キヤリアグループは、経済産業省の委託で一般社
団法人フロン回収推進産業協議会（INFREP）が推進して
いる「フロン見える化パートナー」参加企業に登録していま
す。この活動は、フロン類の大気中への排出抑制、回収率
の向上が目的です。冷凍空調機器のフロンの充填量に地
球温暖化係数（GWP）を乗じた数値をシールに表示するこ
とで、シールが貼られた機器の中にはフロンが入っている
こと、もしそのフロンを外に漏らすと地球温暖化を著しく
悪化させてしまうことを伝達しています。まず、東芝キヤリ
アの拠点のお客さまから見える場所の空調機器、コールド
チェーン機器にシールを貼る活動（室内機：483件、室外
機：322件、ポスター大小約140枚）を展開しました。この
活動は、2月に開催されたHVAC&Rでも紹介しました。

室内機用シール

富士事業所　田中 栄美子 掛川事業所　田中 誠

富士東芝キヤリアプロダクツ　武馬 一幸室外機用シール



コンプレッサー製造部門
主藤 淳一

Aチーム見学コース

❸第1/第2リサイクルセンター見学

❶中形エアコン部品見学

❷SMMS-iライン見学

Bチーム見学コース

❸水処理設備見学

❶コンプレッサー展示見学（AIRS内）

❷コンプレッサーライン見学

青葉台児童クラブ

富士常葉大学

AIRSで「フロンの見える化」ビデオを視聴

見学が終わり質問を受ける担当者たち

　児童は、大学生に自分が感
じたことを話します。大学生は、
児童の思いを尊重して記事作
成をアドバイスします。富士事
業所が提供した見学内容に関
するさまざまな資料も参考に
しながら、カラフルな絵や図が取り入れられた各ペアの記事がで
きあがり、大きな用紙に割り付けられていきます。約2時間、記事
作成に費やす時間の中で児童と大学生との会話が弾み、見学し
てきた富士事業所の環境活動が皆の頭の中に再現されていきま
した。フロンの見える化、製造工程で出た端材のリサイクル、水処
理の方法など、自分たちの暮らしにかかわる空調機器ができる過

程で、どのような環境活動が実施され
ているかを肌で感じることができたの
ではないでしょうか。両チームが、完成
した新聞を囲んだときの表情は、充実
感にあふれたものばかりでした。

　東芝キヤリアグループの環境・CSR活動として、今年度、新しい取
り組みにチャレンジしました。地域の小学校児童と大学生がチームを
組んで富士事業所内を見学し、事業所の環境活動を取材して新聞
をつくるという企画です。青葉台児童クラブの子どもたち9名と富士

常葉大学学生11名が参加しました。
　富士事業所は、AIRS※も含め、これ
まで地域の皆さまの事業所見学を多
数受け入れてきましたが、子どもたち
が見聞した内容を自身で新聞にまと
める試みを、見学とドッキングさせた
のは初めてです。期待と不安が交錯
する中、夏休みの暑い日の8月6日に、
このイベントは実施されました。

　大学生は本番の
約1カ月前に事前
の下見見学を行い
ました。それを踏ま
えて大学生の視点
で一度新聞を作成
し、疑問点や改善点
を見直して本番に
臨みました。本番の見学は、まず全員でAIRSを見学。その後、A
／B各チームに分かれてそれぞれのコースを見学です。チーム内
では、大学生と児童が1人ずつペアになり、最終的な新聞づくり

　エアコンのいろんなことが分かって、とてもおもしろかった
です。特に、エアコンをつくる途中で出るたくさんの材料をむ
だにしないで、リサイクルしていることがよく分かりました。新
聞づくりは時間が短くてたいへんでしたが、がんばって何と
か仕上げることができました。大学生のお兄さんやお姉さん
は、とてもやさしく教えてくれました。またやってみたいです。

　事前に見学を行い、自分たちで新聞をつくってみてから本
番に臨みました。最も難しいと考えていたことは、時間内に新
聞を仕上げることができるかということでした。事前の下見後
は皆で作戦会議を行い、新聞紙面の割り付けを前もって決め
る、掲載記事ごとに分担を決めて小学生とペアになる、などの
方針を立てて実施したところ、懸念していた課題をクリアでき
ました。初めての試みに戸惑いもありましたが、貴重な経験に
なったと思います。

　見学後に新聞づくりを実施したのは初
めてです。予期せぬ質問もあり、答えに困
る場面もありましたが、総じて富士事業所
の環境活動を理解していただけたと思い
ます。ふれあいを通じて私たちの取り組みをご理解いただき、
「新聞」という1つの形に仕上げる企画にトライしたことは、た
いへん意義深いものだったと思います。

富士事業所の環境活動を児童たちの眼で

小学生　

大学生

を目指しました。約1時間の見学か
ら戻ると、いよいよ新聞づくりです。
それに先立ち、見学時に気付いた
ことや、疑問に思ったことを富士事
業所の各担当に質問しました。

2チーム、それぞれ学生と児童がペアリング

コミュニケーションで
再現される事業所の環境活動

新聞づくりの感想

富士事業所説明員

※Air Conditioning System Center  空調システムセンター

青葉台小学校児童と富士常葉大学学 生が、富士事業所の環境活動を取材。

テーマは
コンプレッサーと
排水処理。

Aチームリーダー

石田 かおるさん

Bチームリーダー杉山 愛里沙さん

Showing Enthusiasm for Creating Newspaper ! 热衷于报纸制作！

テーマは
エアコンと
リサイクル！

学生代表
沼野 美樹さん

特特特集集集❸❸❸

コンプレッサー製造部門
主藤 淳一

Aチーム見学コース

❸第1/第2リサイクルセンター見学

❶中形エアコン部品見学

❷SMMS-iライン見学

Bチーム見学コース

❸水処理設備見学

❶コンプレッサー展示見学（AIRS内）

❷コンプレッサーライン見学

青葉台児童クラブ

富士常葉大学

AIRSで「フロンの見える化」ビデオを視聴

見学が終わり質問を受ける担当者たち

　児童は、大学生に自分が感
じたことを話します。大学生は、
児童の思いを尊重して記事作
成をアドバイスします。富士事
業所が提供した見学内容に関
するさまざまな資料も参考に
しながら、カラフルな絵や図が取り入れられた各ペアの記事がで
きあがり、大きな用紙に割り付けられていきます。約2時間、記事
作成に費やす時間の中で児童と大学生との会話が弾み、見学し
てきた富士事業所の環境活動が皆の頭の中に再現されていきま
した。フロンの見える化、製造工程で出た端材のリサイクル、水処
理の方法など、自分たちの暮らしにかかわる空調機器ができる過

程で、どのような環境活動が実施され
ているかを肌で感じることができたの
ではないでしょうか。両チームが、完成
した新聞を囲んだときの表情は、充実
感にあふれたものばかりでした。

　東芝キヤリアグループの環境・CSR活動として、今年度、新しい取
り組みにチャレンジしました。地域の小学校児童と大学生がチームを
組んで富士事業所内を見学し、事業所の環境活動を取材して新聞
をつくるという企画です。青葉台児童クラブの子どもたち9名と富士

常葉大学学生11名が参加しました。
　富士事業所は、AIRS※も含め、これ
まで地域の皆さまの事業所見学を多
数受け入れてきましたが、子どもたち
が見聞した内容を自身で新聞にまと
める試みを、見学とドッキングさせた
のは初めてです。期待と不安が交錯
する中、夏休みの暑い日の8月6日に、
このイベントは実施されました。

　大学生は本番の
約1カ月前に事前
の下見見学を行い
ました。それを踏ま
えて大学生の視点
で一度新聞を作成
し、疑問点や改善点
を見直して本番に
臨みました。本番の見学は、まず全員でAIRSを見学。その後、A
／B各チームに分かれてそれぞれのコースを見学です。チーム内
では、大学生と児童が1人ずつペアになり、最終的な新聞づくり

　エアコンのいろんなことが分かって、とてもおもしろかった
です。特に、エアコンをつくる途中で出るたくさんの材料をむ
だにしないで、リサイクルしていることがよく分かりました。新
聞づくりは時間が短くてたいへんでしたが、がんばって何と
か仕上げることができました。大学生のお兄さんやお姉さん
は、とてもやさしく教えてくれました。またやってみたいです。

　事前に見学を行い、自分たちで新聞をつくってみてから本
番に臨みました。最も難しいと考えていたことは、時間内に新
聞を仕上げることができるかということでした。事前の下見後
は皆で作戦会議を行い、新聞紙面の割り付けを前もって決め
る、掲載記事ごとに分担を決めて小学生とペアになる、などの
方針を立てて実施したところ、懸念していた課題をクリアでき
ました。初めての試みに戸惑いもありましたが、貴重な経験に
なったと思います。

　見学後に新聞づくりを実施したのは初
めてです。予期せぬ質問もあり、答えに困
る場面もありましたが、総じて富士事業所
の環境活動を理解していただけたと思い
ます。ふれあいを通じて私たちの取り組みをご理解いただき、
「新聞」という1つの形に仕上げる企画にトライしたことは、た
いへん意義深いものだったと思います。

富士事業所の環境活動を児童たちの眼で

小学生　

大学生

を目指しました。約1時間の見学か
ら戻ると、いよいよ新聞づくりです。
それに先立ち、見学時に気付いた
ことや、疑問に思ったことを富士事
業所の各担当に質問しました。

2チーム、それぞれ学生と児童がペアリング

コミュニケーションで
再現される事業所の環境活動

新聞づくりの感想

富士事業所説明員

※Air Conditioning System Center  空調システムセンター

青葉台小学校児童と富士常葉大学学 生が、富士事業所の環境活動を取材。

テーマは
コンプレッサーと
排水処理。

Aチームリーダー

石田 かおるさん

Bチームリーダー杉山 愛里沙さん

Showing Enthusiasm for Creating Newspaper ! 热衷于报纸制作！

テーマは
エアコンと
リサイクル！

学生代表
沼野 美樹さん
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富士事業所の環境活動を児童たちの眼で 青葉台小学校児童と富士常葉大学学

44 環境活動報告 新聞づくり
Environment Activity Report  (Creating Newspaper)   环保活动报告 （报纸制作）

め目を凝らし、生まれた子ウサギ探したら、心癒され掛川事業所（スタッフ部門／みんみん）



コンプレッサー製造部門
主藤 淳一

Aチーム見学コース

❸第1/第2リサイクルセンター見学

❶中形エアコン部品見学

❷SMMS-iライン見学

Bチーム見学コース

❸水処理設備見学

❶コンプレッサー展示見学（AIRS内）

❷コンプレッサーライン見学

青葉台児童クラブ

富士常葉大学

AIRSで「フロンの見える化」ビデオを視聴

見学が終わり質問を受ける担当者たち

　児童は、大学生に自分が感
じたことを話します。大学生は、
児童の思いを尊重して記事作
成をアドバイスします。富士事
業所が提供した見学内容に関
するさまざまな資料も参考に
しながら、カラフルな絵や図が取り入れられた各ペアの記事がで
きあがり、大きな用紙に割り付けられていきます。約2時間、記事
作成に費やす時間の中で児童と大学生との会話が弾み、見学し
てきた富士事業所の環境活動が皆の頭の中に再現されていきま
した。フロンの見える化、製造工程で出た端材のリサイクル、水処
理の方法など、自分たちの暮らしにかかわる空調機器ができる過

程で、どのような環境活動が実施され
ているかを肌で感じることができたの
ではないでしょうか。両チームが、完成
した新聞を囲んだときの表情は、充実
感にあふれたものばかりでした。

　東芝キヤリアグループの環境・CSR活動として、今年度、新しい取
り組みにチャレンジしました。地域の小学校児童と大学生がチームを
組んで富士事業所内を見学し、事業所の環境活動を取材して新聞
をつくるという企画です。青葉台児童クラブの子どもたち9名と富士

常葉大学学生11名が参加しました。
　富士事業所は、AIRS※も含め、これ
まで地域の皆さまの事業所見学を多
数受け入れてきましたが、子どもたち
が見聞した内容を自身で新聞にまと
める試みを、見学とドッキングさせた
のは初めてです。期待と不安が交錯
する中、夏休みの暑い日の8月6日に、
このイベントは実施されました。

　大学生は本番の
約1カ月前に事前
の下見見学を行い
ました。それを踏ま
えて大学生の視点
で一度新聞を作成
し、疑問点や改善点
を見直して本番に
臨みました。本番の見学は、まず全員でAIRSを見学。その後、A
／B各チームに分かれてそれぞれのコースを見学です。チーム内
では、大学生と児童が1人ずつペアになり、最終的な新聞づくり

　エアコンのいろんなことが分かって、とてもおもしろかった
です。特に、エアコンをつくる途中で出るたくさんの材料をむ
だにしないで、リサイクルしていることがよく分かりました。新
聞づくりは時間が短くてたいへんでしたが、がんばって何と
か仕上げることができました。大学生のお兄さんやお姉さん
は、とてもやさしく教えてくれました。またやってみたいです。

　事前に見学を行い、自分たちで新聞をつくってみてから本
番に臨みました。最も難しいと考えていたことは、時間内に新
聞を仕上げることができるかということでした。事前の下見後
は皆で作戦会議を行い、新聞紙面の割り付けを前もって決め
る、掲載記事ごとに分担を決めて小学生とペアになる、などの
方針を立てて実施したところ、懸念していた課題をクリアでき
ました。初めての試みに戸惑いもありましたが、貴重な経験に
なったと思います。

　見学後に新聞づくりを実施したのは初
めてです。予期せぬ質問もあり、答えに困
る場面もありましたが、総じて富士事業所
の環境活動を理解していただけたと思い
ます。ふれあいを通じて私たちの取り組みをご理解いただき、
「新聞」という1つの形に仕上げる企画にトライしたことは、た
いへん意義深いものだったと思います。

富士事業所の環境活動を児童たちの眼で

小学生　

大学生

を目指しました。約1時間の見学か
ら戻ると、いよいよ新聞づくりです。
それに先立ち、見学時に気付いた
ことや、疑問に思ったことを富士事
業所の各担当に質問しました。

2チーム、それぞれ学生と児童がペアリング

コミュニケーションで
再現される事業所の環境活動

新聞づくりの感想

富士事業所説明員

※Air Conditioning System Center  空調システムセンター

青葉台小学校児童と富士常葉大学学 生が、富士事業所の環境活動を取材。

テーマは
コンプレッサーと
排水処理。

Aチームリーダー

石田 かおるさん

Bチームリーダー杉山 愛里沙さん

Showing Enthusiasm for Creating Newspaper ! 热衷于报纸制作！

テーマは
エアコンと
リサイクル！

学生代表
沼野 美樹さん
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4
新聞づくりの感想新聞づくりの感想生が、富士事業所の環境活動を取材。

4

み見える化で　節電意識　高めよう（技術部門／初代エコピープル）　

※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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55 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

調達取引先さまとのかかわり Relationship with Suppliers
公司与供应商的关系

説明会の実施など調達先との連携を強化

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

東芝キヤリアでは、独占禁止法や下請法などの法令
を遵守し、公正な取引を通じて取引先さまとの健全な
パートナーシップの構築に努めています。また、取引先
さまに対しても法令遵守、環境配慮、品質確保、適正
価格での提供、安定供給などの調達方針について、グ
リーン調達ガイドラインなどの冊子の配布や事業方針
説明会などで協力を依頼しています。2011年度は、春
秋2回の事業方針説明会を実施し、延べ327社364名
の参加がありました。取引先環境保全調査※の結果、
環境配慮や環境マネジメント体制の優れた取引先さま
の割合が全生産材調達先の98％でした。
※グリーン調達ガイドラインに調査表を設けています。 グリーン調達ガイドライン（2011年11月発行）

説明会の様子

⃝製品含有化学物質管理 Management of Chemical Substances in Products
产品化学物质含有量的管理

事業のグローバル展開が進む中で、海外の製品含有化学物質の規制が
広がっています。欧州ではRoHS指令のほか、REACH規則が施行され、製
品に含有される化学物質の把握が求められています。東芝キヤリアでは、
RoHS指令対応の管理システム（G-sys）に加え、REACH規制対応のシス
テムをJAMP-GP※に接続し、調達先さまと協力して含有情報を収集してい
ます。また、RoHS対象物質6物質とREACHの禁止物質2物質に対し、新
規開発時には部品の分析を実施しています。RoHS規制に対応して、内外
の監査のほか、抜き取り検査を実施しています。 
※ Joint Article Management Promotion-Consortium Global Portal  http://www.biz.jemai.or.jp/JAMP-GP/

分析センター

⃝紛争鉱物対応 Countermeasures Against Conflict Minerals
争议矿产资源的对应方针

東芝キヤリアグループは「東芝グループ紛争鉱物対応方針」に基づき、人道的な観点から、コンゴ民主共和国およびそ
の近隣周辺で産出された非人道的行為にかかわる紛争鉱物の金、タンタル、タングステン、錫（すず）を原料として使用し
ない方針です。

※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/human_rights/index_j.htm

表彰式の様子

⃝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

東芝キヤリアは、1989年（当時：（株）東芝）から毎年、年間を通じて、品質
に関して特に優れた調達取引先さまに対して、「品質管理優良企業表彰」を行
っています。2011年度の最優秀賞は松本ESテック株式会社さま、優秀賞は
下記2社となりました。これからも、調達取引先さまと連携し、東芝キヤリア
の製品のさらなる品質向上に努めてまいります。
■ 2011年度　品質管理優良企業表彰

表彰 被表彰企業
最優秀賞 松本ESテック株式会社

優秀賞
株式会社 佐藤工機
トキワ電線 株式会社

し次世代の子供へ残そう青い地球　伝えて広げて我らの使命（関係会社／植田 悦江）
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お客さまとのかかわり Relationship with Customers
公司与顾客的关系

さまざまな場面でお客さまとの接点を大切に

⃝空調遠隔監視システム Remote Monitoring System for Air Conditioners
空调远程监控网络体系

東芝キヤリアグループでは、空調機器を設置したお客さまに、「空
調遠隔監視システム」による24時間監視・保守サービスを提供してい
ます。このシステムは、連結された個々のモジュールに設置してある
センサーを用い、運転情報をインターネットで把握します。万一、運転
エラーが生じた場合でも、直前までの運転状態の経過を確認でき、原
因解析と対応をいち早く行うことができます。私たちは、機器の維持
管理によって得た膨大なデータを蓄積し、メンテナンスの品質向上に
役立てています。

⃝東芝キヤリア技術コンタクトセンター Toshiba Carrier Technical Contact Center
东芝开利技术咨询中心

東芝キヤリアグループでは、業務用空調機の取り扱いについてさま
ざまな疑問にお答えするために、専任の担当者が対応しています。販
売工事店、設計会社、設備会社など空調機をお取り扱いいただくプロ
のお客さまから、ビル用マルチ、店舗用のパッケージエアコンなどの
各種お問い合わせを受け付けています。エアコンを中心とした一般の
お客さま向けの東芝エアコン空調換気ご相談センターと合わせて、空
調に関するどのようなことにも対応する相談体制を整備しています。

⃝AIRS（空調システムセンター） Air Conditioning System Center “AIRS”
空调系统展示中心“AIRS”

富士事業所内のAIRS（空調システムセンター）は、2011年10月に
リニューアルオープンしました。東芝キヤリアグループの環境活動を紹
介するほか、エアコンの心臓部ともいわれるコンプレッサーの歴史を
物語る展示や、ヒートポンプ技術を活用した環境・省エネ・節電製品を
数多く紹介しています。また、各種研修を行うことができるスペースも
用意し、多くの皆さまが活用できるようになりました。

地域の小学生や海外からのお客さまの展示場見学、生産プロセス
の熱源転換を実現した現場プラント見学会が急増しています（2011
年度実績：延べ3400人）。今後もお客さまの持つ課題の解決策を提案
しながら、地域とのコミュニケーションスペースとして、ますます充実し
たAIRSを目指します。

⃝製品の安全確保 Ensuring Product Safety
确保产品的安全性

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シリーズのリコール（526,445台）では、8年目を経過した現在も
地方自治体広報誌へのお知らせ掲載などを行い、2012年8月31日
現在で394,590台（約74.9%）の改修が終了しました。

※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/oshirase/index_j.htm

東芝キヤリア技術コンタクトセンター
受付時間 月～金 ９：00 ～ 20：00
 土 ９：00 ～ 17：30
フリーダイヤル 0120-646-143（携帯・PHS可）
受付内容 商品仕様　使い方　その他　各種お問い合わせ
対象商品 業務用空調機器　ハウジングエアコン　冷凍機器　など

技術コンタクトセンターの様子

ファイアウォール

MDF盤

スーパーフレックス
モジュールチラー

ADSL
モデム

ローカルサーバー
DBサーバー

データセンター
お客さま側

WEB／APLサーバー

遠隔監視センター サービスセンター

WAN
インターネット

■ 遠隔監視システム例

1998年9月〜2002年1月に製造したLDRシ
リーズ、YDRシリーズをはじめとする45機種

（OEM製品を含む）につきまして、エアコン洗浄
液などを使用した場合、複合要因によって室内
機の発煙・発火に至ることがあります。安心して
お使いいただけるよう改修させていただいてお
ります。
お問い合わせ先 ：  0120-444-899

リコール対象製品

ゑエレベーター・・気まずい時間を過ごすより、階段挨拶楽しいよ！（サービス部門／佐藤 満） 

AIRS 
ウエルカム
コーナー

AIRS展示場内
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5 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

地域社会とのかかわり Relationship with Local Community
公司与地区社会的关系

恒例の献血や清掃活動を継続中

⃝献血 Blood Donation
员工献血

東芝キヤリアグループでは、毎年、献血活動を行ってい
ます。中でも富士事業所は、1965年度から献血活動を続
け、累計実施回数78回、延べ12,601名が参加していま
す。2011年度は、右表のとおり各地の拠点で献血活動を
行っており、今後も積極的に協力していく予定です。

⃝トーシバデー Toshiba Day
东芝义务劳动日

品川駅高輪口に程近い東芝キヤリア本社では、毎月10日を「トーシバデー」と
して、近隣のゴミ拾い活動を行っています。この地域周辺は、高層ビルやさまざ
まな商業施設が立ち並び、都市人口が増加しています。当社は2005年5月から
従業員有志によるこの活動を開始しました。朝8時からの活動であるにもかかわ
らず、回を重ねるごとに参加者も増え、毎回50名前後の従業員が参加していま
す。これからも毎月活動を続け、街の美観向上に微力ながら貢献していきます。

■ 2011年度実績
拠点 実施日 参加人数 貢献先

中部支社 2011年 4月 21日 5名 静岡県浜松赤十字献血センター

掛川事業所 2011年 9月 13日 15名 静岡県浜松赤十字献血センター

富士事業所 2011年 9月 12日 49名 静岡県赤十字血液センター

富士事業所 2011年 9月 20日 26名 静岡県赤十字血液センター

九州支社 2011年 9月 14日 7名 福岡県赤十字血液センター

ひヒートポンプで廃熱回収（技術部門／ロータリの狼）　も「MOTTAINAI」は共通語、皆で実践エコライフ。（スタッフ部門／仕分け人）

本社周辺のゴミ拾いの様子

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

対話会やスポーツの活動も活発に

⃝対話会 Dialogues
对话会

東芝キヤリアでは、組織力を発揮させるためにコミュニケーションが重要との
認識から、各階層で対話会を開催しています。2011年度は、井上社長と部課
長や主務クラスとの対話会を40回290名、各本部長による対話会では他部門
の人も交え73回414名に行い、経営方針や課題の共有とモチベーションアップ
を図りました。対話会は2012年度も引き続き開催しています。

⃝スポーツ参戦 Participation in Sport Tournament
参加体育运动竞赛

東芝キヤリア野球部は、青木監督以下、部員総数17名で、昼休みや週
末などに練習を行っています。また、シーズン中は地元富士市の各種大会
に積極的に挑戦しています。最近は若い戦力も入部し、以前の熱気を取り
戻してきています。野球好きの方、初心者の方でも大歓迎です。一度練習
に参加してみてください。ともに汗を流し、栄光をつかみましょう。部員一
同、頑張っていきますので、応援をよろしくお願いします。

対話会の様子

大会名 クラス
2012年 3月 国民体育大会 軟式野球富士大会 A

2012年 4月 天皇賜杯 全日本軟式野球富士大会 A

2012年 6月 県下都市対抗野球 富士大会 A・B

2012年 8月 市スポーツ祭 軟式野球富士大会 A

2012年 9月 東海五県 軟式野球富士大会 A・B

■ 今年の出場大会

23年前のメンバー（後列右から3番目が現在の青木監督）

後列左から
稲葉（キャプテン）、藤田、浜島、石塚、山口、深澤
前列左から
若月、岩邉、青木（監督）、朝比奈、田村

【その他の部員】
菊池、鈴木、法月、佐藤、池田、芹澤（マネージャー）
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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· 环境报告书的意见

せ節電　節水　温暖化ストップ（関係会社／小野 高史）　すストレスなしの節電で 家計の方もストレスなし（関係会社／佐野 雅彦）

新たな試み「小学生新聞づくり」
昨年のコメントの中で、企業のノウハウと学生のパワーを

つなげる地域貢献プロジェクトを立ち上げたい、ということを
申し上げました。本誌内にも紹介されているとおり、今年は
環境教育を通じて地域社会へ貢献しようと、東芝キヤリア、
青葉台児童クラブ、富士常葉大学が連携して小学生の新聞
づくりという新しい試みに挑戦しました。正直なところ、無事
に新聞が完成するかどうかヤキモキしておりましたが、児童
たちと大学生が協力して立派な新聞を仕上げることができま
した。関係者の皆さまには、心より御礼を申し上げます。

このプロジェクトは、まず学生が富士事業所を見学し、学
生自らが新聞をつくるところからスタートしました。仕上げた
新聞について企業の方々の前で発表し、意見交換する際に
は、学生の顔が緊張でこわばっていました。ところが、その
後も準備を重ね、本番当日、児童たちとコミュニケーション
を図りながら先輩としてアドバイスをする姿には、頼もしさす
ら感じるようになりました。児童たちの屈託のない笑顔と「ま
た来たい」の一言は、学生たちにとって、何よりのご褒美にな
ったと思います。
5年間を振り返って

多くの企業が、環境報告書やCSR報告書などを公表する
ようになりましたが、東芝キヤリアの社会・環境報告書は、コ
ミュニケーションツールとして読み手を強く意識されていると
思います。図表・写真が豊富で分かりやすい記事、時節にか
なったテーマを取り上げた特集の読み物、さまざまなステー
クホルダーの意見紹介など、限られた紙面での効果的な情
報提供がされています。

大学の授業の中でも、社会・環境報告書を利用させてい
ただき、レポート課題にしてきました。報告書を読んで興味を
もった点、報告書づくりへの自分のアイデア、感想などを自
由にレポートにまとめますが、初めて企業の環境報告書を目
にする学生がほとんどで、自分たちが普段学んでいること
と、企業活動とのつながりを実感できる良い機会になってい
ると思います。

今後への期待
今年のテーマである「バランス」は、個人レベルでも、社会レ

ベルでも、今とても必要とされていることです。東日本大震災
に見舞われ、日本の将来に多くの人が不安を抱いていますが、
先の見えない状況の中で、企業の社会的責任のあり方や地域
社会との共栄が問われていると思います。

最高経営責任者メッセージには「地球内企業として生物多
様性保護を通じて自然と調和した企業活動を推進」と記されて
います。自然との共生という新たな取り組みにも今後の期待
がかかります。さらなるご発展を祈念して、5年間のまとめの
言葉とさせていただきます。

第三者による所見を受けて

杉山先生、本年度も第三者所見をいただき、ありがと
うございます。2008年度から先生にアドバイスをいた
だきながら、当時の「環境報告書」から「社会・環境報告
書」へ社会性のコンテンツを増やしながら本報告書を発
行してきました。さまざまなアドバイスを通じ、報告書の
役割の一つである双方向のコミュニケーションが、一歩
ずつではありますが、充実してきたと感じています。ま
た、富士常葉大学の授業で、本報告書を活用していた
だくことにより、学生の皆さんが、企業の環境活動につ
いてどのように感じるか、報告書としての分かりやすさ
はどうか、などをお知らせいただきました。それにより、
情報を発信するだけでなく、受け取る側の感想を知るこ
とで、より読み手のことを考えた報告書づくりを目指す
ことができました。

さらに今年度は、社会環境学部の学生さんと協働
で、小学生の「環境新聞づくり」を実施し、地域の連携
も深耕できたと感じています。これからますます地域連
携を大切にしながら、今回の先生のアドバイスにもあ
る生物多様性保全活動を、地球内企業として充実して
いきたいと考えています。

富士常葉大学
社会環境学部　教授
杉山 涼子

●プロフィール
大阪大学工学部環境工学科卒業
米国インディアナ大学大学院修士課程（生態学専攻）修了
東京工業大学大学院博士後期課程（社会工学専攻）単位取得退学
中央環境審議会臨時委員（環境省）
社会資本整備審議会・交通政策審議会臨時委員（国土交通省）
食料・農業・農村政策審議会専門委員（農林水産省）
神奈川県環境審議会委員
川崎市環境保全審議会委員
静岡県環境影響評価審査会委員
富士市都市計画審議会委員
東京都廃棄物審議会委員
　　　　　　　　　　　　など

社会・環境報告書の第三者所見を書かせていただいて、5回目となりました。
この5年間を振り返った感想ということでまとめさせていただきます。
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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。

いろはかるた

http://www.tcckankyo.com/pc/iroha_login.htm
PCからアクセス

Iroha-Karuta 伊吕波纸牌

応募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、回答を入力してください。

省エネ月間（2月）の「節電いろはかるた」
と環境月間（6月）の「環境いろはかるた」
の作品のうち、各文字1点ずつを本報告書
の各ページ下段に掲載しています。お気に
入りの3点を選んで投票してください！

ケータイは
こちらから
アクセス！

＜2011年度の投票結果＞
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東芝キヤリアグループ

東芝キヤリアグループの概要
Introduction of Toshiba Carrier Group   东芝开利集团的简介

会社概要
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
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／ 東京都港区高輪3丁目23番17号 
品川センタービルディング

富士事業所／静岡県富士市蓼原336番地
掛川事業所／静岡県菊川市加茂1300番地の3
津山事業所／岡山県津山市国分寺555番地

代  表  者： 取締役社長　井上 章
資  本  金： 115億1,000万円（2012年3月現在）
従業員数： 約2,500名（2012年3月現在）（グループ約2,800名）
株　　主： 東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス 60％、

Carrier HVACR Investments, B. V. 40%
主要品目： 1） カスタムエアコン、パッケージエアコン、ハウジングエアコン、 

列車用空調装置
2） ヒートポンプ給湯機
3） チラー、ファンコイルユニット
4） 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）
5） ロータリーコンプレッサー、レシプロコンプレッサー、 

スクロールコンプレッサー
6） 換気扇、換気システム
7） インバーター装置

●国内主要関係会社
東芝キヤリア空調サービス株式会社

空調設備の保守サービス

東芝キヤリアエンジニアリング株式会社
空調機器、冷凍機器の開発、設計、 
製造、販売

富士東芝キヤリアプロダクツ株式会社
空調機器、冷凍機器、換気扇などの製造

東芝キヤリアリビングサービス株式会社
物品販売、福利厚生施設の管理・運営

富士冷熱工業株式会社
冷凍車用冷凍装置、コンプレッサー、
空調用部品の製造

株式会社キャリア総合サービス
空調機器および部品の製造、梱包、
出荷、販売およびサービス

東芝テクノシステム株式会社
空調設備機器などの修理、保守

●海外主要関係会社
東芝キヤリア タイ社

空調機器の設計、製造、販売

東芝キヤリア 英国社
空調機器の販売

広東美芝制冷設備有限公司
ロータリーコンプレッサーの製造、販売

広東美芝精密製造有限公司
ロータリーコンプレッサーの製造

広東美的制冷設備有限公司
空調機器の開発、設計、製造、販売

広東美的商用空調設備有限公司
業務用空調機器の開発、設計、 
製造、販売、据付

広東美的集団蕪湖制冷設備有限公司
空調機器の製造

美的集団武漢制冷設備有限公司
空調機器の製造

東芝開利空調販売（上海）有限公司
空調機器の販売
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